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■ 4つの「経営理念」
① 私たちは納税者の権利を守り中小企業と国民を大事にする税制をめざします。
② 私たちは中小企業のよい会社づくりを通してお客様の満足を追求します。
③ 私たちは身近でかけがえのないコンサルタントをめざします。
④ 私たちはお互いに成長し、豊かさを創造する職場づくりをめざします。
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新型コロナウイルスの影響により、世間で一般的に
耳にするようになったデジタル・トランスフォーメー
ション（DX）、テレワーク、WEB 会議等、その根底
にあるネットワーク・通信技術の進歩。その裏でこれ
まで見えていなかったもの、デジタル社会とリアル経
済の関係が浮き彫りに見えてきた。
食を例に挙げると、我々人間は食べていかなけれ
ば生きてはいけない。身近になったデリバリーである
が、その物流やスーパーの裏には、日々戦っているヒ
トがいることを忘れてはならない。近年のグローバル
化により、食料品の約6割（平成30年度カロリーベー

ス　農林水産省）、マスクの約8割を海外の生産に頼っ
ている現状。国内経済もインバウンドで支えられて
いることが明らかになった。通信技術についても、多
くのサプライチェーンがあることで成り立っている。
私たちが今安心して生きていくために本当に必要
なものは何か。グローバル化で失ったものは何か。
デジタル社会とリアル経済をいかに融合させていく
のか。私たち「ヒト」が今できること、「ヒト」の本
質的な大切さを、あらためて考えてみよう。
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仲間と共に笑顔の絶えない企業を目指して
株式会社ZERTS 代表取締役　橋本 進一 氏

会社訪問インタビューPICK
UP
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ZERTS の事業

生まれも育ちも台東区。現在も台東区に本社兼自
宅を構えています。事業内容は大きく2 つ。1 つ目は
本業である電気工事業です。主な物件は 3,000㎡以上
の商業施設やホテルなどの内線工事です。設備や端
末までの配電ルート作成、幹線の延線、防災設備の
配線や照明器具の取付などを行っています。

2 つ目は私の趣味である音楽を事業にしています。
子供たちの為のイベントの PA（Public Adress ＝音
響機器のオペレーター）や音響機材提供、スタジオ経
営、音楽教室、プロデュースをしています。シンガー
ソングライター丘咲アンナを日本を代表するギターリ
スト今剛とプロデュースしたり、グラミー賞を受賞し
たビル・ラズウェルとハングドラム奏者ダニエル・ウェ
イプルズのコラボを実現し、2019 年ニューヨークで
レコーディングなどもしました。今後は自社レーベル
を立ち上げようと思っています。

設立からこれまで

幼少の頃から母とよくぶつかっていました。そんな
こともあり高校生から家を出て一人暮らしを始めまし
た。一人暮らしにはお金がかかるため、電気工事の世
界に飛び込みました。就職した電気工事会社の社長

がとても尊敬できる人で、仕事に対する姿勢は真剣だ
けれども、とてもユーモアのある人でした。

また、同じ時期に今も第一線で活躍しているドラ
マーの山木秀夫の付き人になりました。井上陽水、福
山雅治、B’ｚなど著名なアーティストとのライブやレ
コーディングに付き添いました。山木秀夫はとても厳
格な人ではあるのですが、優しく包み込むような振
る舞いをしてくれるところに今でも惹かれています。

結婚を機に一度電気工事を辞めて実家の酒屋に戻
りました。人を雇う余裕がなかったので仮眠続きで働
き続けました。それから間もなくして子供も生まれ、
初めてのことが一度に重なり本当に大変でした。なの
で、まずは生活を立て直すために電気工事の世界に
戻ることを決意しました。

その後、30 歳で有限会社橋本電工社を設立。10
年以上、下請けとして働きましたが、新しいことに目
を向けるために、下請けから飛び出すことを社員と共
に決意しました。

最初は会社として売上がなくなる心配はありました
が、下請けを抜けたことを聞きつけた仲間内からたく
さん声がかかり、すぐにこれまでと同様の売上を上げ
ることができました。尊敬する電気工事会社の社長や
山木秀夫の影響、社員の協力もあって、仲間内との関
係が構築されていき、その仲間たちに助けてもらった
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仲間と共に笑顔の絶えない企業を
目指して

会社訪問インタビュー
代表取締役　橋本 進一 氏
株式会社 ZERTS（ゼルツ）
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のだと思います。
その頃に心 機一転 社 名変 更をし、株 式 会 社

ZERTS としました。会社の名前を変えようと思った
ときにふと降ってきたのが ZERTS です。これからは
電気工事だけではなく音楽の事業や宇宙の事業にも
参入したいということもあり、インスピレーションの
大切さから社名を変更しました。

社長の強みこだわり

色々なことが運命的に起きるので、「たまたまの必然」
に感謝を感じています。先日も、1 年以上前の請求書
を整理していたら、その会社から急に仕事の依頼が来
たり、他区で買い物をしていたら、歩いて数分の場所
から新規で仕事の依頼が来ました。音楽のつながりか
ら電気工事の現場をもらえたりすることもあります。こ
れからも運命的な事は大切にしていきたいです。

強みとしては従業員が 13 人いるという事です。最
大 4 班まで分けられるので効率的です。社員同士の
仲もよく、年一回の大忘年会は従業員をはじめ、外部
の方々（家族同伴 OK）を集めて、毎年大盛況です。
ZERTS の理念は「どうせなら楽しく行こうよ」です。
泣いても笑っても結果は同じなので、大変な時にこそ
会社の中ではボケとツッコミを心がけています。ボケ
た人を笑うだけではなく優しくツッコんで初めてコン
トは成立します。そういう、楽しいコミュニケーショ
ンが取れていればつらい事も楽しくみんなでいつか乗
り切れると信じています。

究極的には、無茶ぶりをされたとき、ただ拒否反
応を示すのではなく「勘弁してよ」と笑いながら言え
る、そんな関係をみんなと築いていきたいと考えてい
ます。

今後の建設業界に思う事

今の建設業界は 3％の NG を気にしていると思いま

す。安全管理の為ということはもちろん理解できます
が、その方向性はおかしなものになっています。カッ
ターで手を切ればナイフに変わり、それで手を切れば
専用工具へと変わります。そうやって道具が増えれば
重い道具を腰にずっと提げて仕事をすることになるた
め、その方がよっぽど重労働で意識散漫になり危険
だと思います。わずかなNGに目を向けるのではなく、
3％の NG には意識管理を、97％の OK に目を向けて
いくべきだと思います。

また、今の建設現場は年齢制限で現場に出られな
くなってしまいます。年齢で区切るのではなく、70 歳
を超えても体が動くうちは現場で働ける環境を作りた
いと思っています。逆に、若手にはもっと給与を支払
うべきだと思います。弊社では、入社 4 年目でグッと
昇給させています。私はやる気や意欲がある人にはど
んな世代であっても活躍してほしいと思っています。
私も若い頃はベテランができないことをして、どうに
か見返してやるぞと燃えていました。今の若い世代に
もしっかり対価を支払って、意欲を持ち、夢と希望に
向かってどんどん活躍してほしいと思っています。

 （木下　直人）
※緊急事態宣言が発令される前に取材したものです

株式会社 ZERTS
〒111-0022　東京都台東区清川1-12-5
TEL：03-6802-3973

株式会社 ZERTS
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・商業貨物について
企業等が休業することにより、生産がストップし

物流の動きが鈍くなるので、企業間への荷物が前年
比 2 割～ 3 割と大幅に減っているようです。

メディアでは飲食店やイベント会社等にスポッ
トライトが当たっていますが、物流業界も影響を受
けているという状況です。

多くの方が新型コロナウイルスにより深刻な影響を受けています。そのような中でも生き抜

くために様々な工夫や取り組み、奮闘をされているお客様や、生活様式の変化に伴い仕事の仕

方や内容にも変化が出てきた業界の情報として、お客様をご紹介させていただくコーナーです。

少しでも皆様のお気持ちが明るく、前向きになれるような情報発信になればと思い、緊急企画

としてまとめました。

設備工事業を営むＳ社
Windows7 のサポートが終了するタイミングもあ

り、コロナが起こる前からテレワークにシフトする
ことを準備し、進められていました。仕事の大まか
な内容として図面の作成、見積り、工程管理表の作
成、申請業務や施工です。社員全員の PC をモバイ
ル PC に切替えていたことで、図面作成等の自宅で
も可能な作業を早々にテレワークに移行されていま
した。

もちろん仕事の中で最大の要は現場ですので、担
当者は会社へ寄る必要のある場合を除いて、基本的
に自宅と各現場の行き来のみで工事を進められてい
ました。

今後は業者間でも Web 会議の導入やスマートな
働き方を追求するべく環境整備等を進めていくとの
こと。先見の明と俊敏な動きを感じました。

配送業を営むＡ社
売上の 7 割は個人宅配で 3 割は商業貨物。今回

コロナの影響により売上状況は両極端となっている
そうです。
・個人宅配について
コロナが流行する前からアマゾンを始めとする

ネット通販は右肩上がりでしたが、今回の外出自粛
規制により、家にいる時間が多くなったことから、
アマゾンの荷物が特に急増しているようです。

飲食店を営むＡ社
オープンから３年、軌道に乗ってきた最中、緊急

事態宣言発令により売上が大きく落ち込んでしまい
ました。なんとか打開策を模索して、新しい取り組
みを始められました。

商店街にお店を構える飲食店の仲間で集まり、宅
配サービスの展開です。参加する者でチラシを作
り、宅配サービスを利用して頂けるよう宣伝をされ
ました。そして商店街のライブハウスの従業員さん
に配達やポスティングを担ってもらっているようで
す。ライブハウスは完全営業停止です。何とか商店
街の皆で協力し合いたいという気持ちで皆頑張って
いらっしゃいます。

今では駅の駅長さんもこの企画に賛同して下さ
り、駅内にポスターを貼って下さっているとのこと。
厳しい状況が続きますが、これからもアフターコロ
ナへ向けて出来る取り組みを探していくと、意気込
んでおられました。

コロナを生き抜く緊急企画
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5 月 1 日より持続化給付金の申請受付が始まりま
した。申請はネット上で行い、他の給付金より準備
する書類や申請の煩雑さはありません。その上、早
めに申請した事業者にはすでに入金がされているた
め、資金繰り対策としてご活用できます。持続化給
付金申請にあたっての大きな留意点は以下の通りで
す。

1、適用要件

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年1月
からのひと月の売上が前年同月比で50％以上減
少していること。
②個人事業者の場合には、事業所得のみが対象。不
動産所得は現時点では対象外。
③令和元年以前から事業により収入（売上）を得て
おり、今後も事業を継続する意思があること。

　厚生年金保険料は、給与の約 9％を従業員の毎月
の給与から控除して預かり、会社も同額を負担して、
翌月末に納付、または会社の口座から引き落とされ
ています。コロナ禍で売り上げの激減した事業者に
とって、大きな負担です。この保険料納付猶予の特
例が 5 月から始まっています。特例が適用されると、
担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

猶予特例の要件

①新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月
以降の任意の期間（１か月以上）において、事業
等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上
減少していること
②厚生年金保険料等を一時に納付することが困難で
あること

　保険料の口座振替をしている場合は、申請書に
チェックをすることで、一時的に口座振替を停止で
きます。
　また、別紙として「国税（地方税、労働保険料等）
にかかる猶予申請書のコピー」及び「国税（地方

　売上要件については、季節変動の大きな事業者や
昨年開業した事業者には特例が設けられています。

２、給付金額

　前期・前年の総売上・総収入
－（前年同月比50％減少月売上・収入×12）

　法人の場合は 200 万円、個人事業者の場合は 100
万円が上限となります。
　仮に法人の前期年間売上 1,000 万円、前期 4 月売
上 100 万円、当期 4 月売上 50 万円とした場合には、

（1,000 万円－ 50 万円× 12）＝ 400 万円となり、給
付金額は上限の 200 万円となります。
　申請期間は令和 3 年 1 月 15 日まであり要件を満
たす全ての事業者が給付を受けられます。しかし、
再申請や申請の撤回はできません。そのため仮に上
記の計算をして上限額とならなかった場合には今後
の売上により、給付額がより大きくなる月はないか
検討が必要です。

税、労働保険料等）の猶予許可通知書のコピー」を
添付することによって、申請書の「猶予可能額の計
算」欄の記載を省略できます。申請書は A4 で 2 頁、
記載方法は年金事務所のホームページに詳記してあ
り、郵送での提出も可能なので、ぜひ活用をしてく
ださい。

持続化給付金について

厚生年金保険料の納付猶予特例を使ってください

（厚生年金保険料等）
　　高井戸年金事務所長殿

令和　　2　年　　5　月　22　日

厚生年金保険法第89条（子ども・子育て支援法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。）、健康保険
法第183条、船員保険法第137条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第2条第8項の規定
によりその例によるものとされる新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第
3条第1項の規定によりみなして適用する国税通則法第46条第１項の規定により、以下のとおり納付の猶予を申請します。

　1　申請者名等　（以下の項目について、ご記入をお願いします。）

納付の猶予（特例）申請書

　  　かった場合は、その月の保険料等に係る納付の猶予（特例）の申請があったとみなすことに同意します
 □  ①令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等について、毎月告知した後、納期限までに納付がな

⑩⑨⑧

⑦⑥⑤④③②

※　減価償却費など、実際に支払を伴わない費用などは「支出」に該当しません。
※　申請者が法人の場合は、生活費は「支出」に該当しません。

借入金返済 90,000 150,000 100,000 90,000

⑪
2,155,000 円小計 2,050,000 2,110,0002,130,000 2,180,000

1,200,000 支出平均額

820,000

（⑧＋⑨＋⑩）
　　÷記入月数

販売費/
一般管理費

1,280,000 1,290,000 1,150,000

支
出

仕入 760,000 740,000 800,000

生活費（※）

28 %小計 1,950,000 1,800,000 2,300,000 2,500,000

売上 1,950,000 1,800,000 2,300,000 2,500,000

円 円 円 円 円 円

　　※上記①及び②の取扱いは本申請書による申請が許可された場合に限ります。

　３　猶予額の計算（書き方が分からない場合は、職員が聞き取りをしながら記載します。）

　⑴　収入及び支出の状況等

　令和２年２月以降、前年同月と比べて収入の減少率が大きい月の収支状況を記載してください。

項目
令　和　　2　　年　（当年） 前年同月 収入減少率

2 月 3 月 月 2 月 3 月 月 １－（②÷⑤）
１－（③÷⑥）
１－（④÷⑦）
のうち最大の
ものを記載

収
入

猶予期間 納付すべき保険料等の納期限の翌日から１年間

　２　令和３年１月31日までに納期限が到来する保険料等について申請等を希望する場合は、チェックしてください。

 □  ②令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等の口座振替を停止することに同意します。

小　　　計 465,200 732,000 13,600

合　　　計 ① 1,210,800

納
付
す
べ
き
保
険
料
等

2 4 2.6.1 116,300 183,000 3,400

2 3 2.4.30 116,300 183,000 3,400

元 2 2.3.31 116,300 183,000 3,400

　　年金建設　株式会社
　　代表取締役　　年金　太郎

　印
 □　入国制限で収入が減少

 □　その他の理由で収入が減少
　　　（理由：　営業時間の短縮　　　　　）

年度 月分 納期限 健康保険料 厚生年金保険料

申
請
者

事業所整理記号 　　０１－アイウ

感
染
症
等
の
影
響

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

 □　イベント等の自粛で収入が減少

住　 所
所在地

　　〒×××－××××
　　○○市△△町□－□－□  □　外出自粛要請で収入が減少
電話番号　　×××　(　○○○　）　△△△△

氏　 名
名 　称

子ども・子育て拠出金 備　　　考

元 1 2.3.2 116,300 183,000 3,400

収受印

円

代表者印

✔

円 円

✔

✔

✔

特
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税務調査のバイブル
「税務調査10ヶ条」誕生！
税務調査のハンドブックであった「税務調査 15ヶ条」が、装いも新たに「税務調査 10ヶ条」

として生まれ変わりました !
①調査に対する基本的な心構え、②調査当日の対応、③調査後の対応等が全 10 項目に

わたってコンパクトにまとめられています。
改訂スペシャル記念として、顧問先の皆様に 1部ずつ謹呈致します。税務調査のお守りと

して保管ください！

  従来との変更点

1.ポケットサイズからA4見開き（A3）へ
 …10 項目を一覧できるつくりになりました。

2.動物を擬人化したキャラクター設定
 …猫さん納税者、犬さん調査官が登場。犬派も猫派も納得です！

サイズやデザインは大きく変わりましたが、第一経理が目指す税務調査のスタンスは、変
わらず受け継がれています。第一経理では、どんな調査でも全力で対応させていただきます。
税務調査は安心して我々にお任せください！！

登場人物紹介

中小企業を営む社長。こう見えて50代。
ふだんは敏腕経営者として鳴らしているが、
初めての税務調査にちょっと緊張気味。

30代後半。順調にキャリアを積み現在、上席調査官。
若くしてトッカンになることを夢見て調査に励んでいる。
調査中は、成績を上げたいが故の強引な言動が目立つ。

第一経理では中堅税理士。40代半ばに差し掛かり、
生え際に不安を覚えるこの頃。
調査では納税者の権利を守ることを第一に考えている。

戦う納税者　猫川さん

国家に忠実な調査官　犬山さん

中堅税理士　斉藤さん



【算出方法】
・前期データを100とし、伸び率を算出しています。
・売上高と人件費は1社ごとの各伸び率を算出し、サン
プル数で平均しています。実態をより正確に反映させ
るため、イレギュラーな事象によって異常値が出た数
値及びサンプルは集計から除外しています。

・銀行借入金残高は業種の傾向をより正確に反映させる
ため、それぞれの全社分を合計し、そこから増減率を
計算しています。

・対象となるサンプルは前期・当期両方の数値があるも
ののみを採用しています。

・製造業、建設業、不動産業、卸売・小売業、飲食業、
医療・福祉業以外の業種はサービス業＆その他業種に
集約しています。

伸び率 業種区分 件数 黒字件数割合
売上高 人件費 銀行借入金残高 当期 前期
-2% -2% 14% 製造業 13件 77% 62%
5% -1% 14% 建設業 32件 75% 69%
22% -1% 2% 不動産業 17件 71% 76%
-2% -2% -2% 卸売・小売業 11件 73% 82%
4% -3% -20% 飲食業 6件 67% 0%
-8% -4% ー 医療・福祉業 4件 75% 25%
-3% -1% 1% サービス業＆その他業種 24件 71% 79%
4% -1% 5% 全業種合計 107件 73% 67%

業 種 別 景 況 分 析今月の
【12月決算法人】

▶ 次号は1月決算法人の分析です

◆ 昨年 12 月までの内容となるので、コロナウイルスによる影響は

まだ出ていない景況となろうかと思います。

◆ 不動産業では売却が多く見られ、売上高増加率が +22％と上昇

しています。

◆ 製造業や建設業で銀行借入金残高が +14％と伸びていますが、

個々の借入金の増加額を見ると設備投資のような規模でないこ

とから、大半が運転資金としての融資かと思われます。

◆ この時点での飲食業は売上高増加率が +4％となっていました。

コロナウイルスによる影響が心配されます。

今月のコメント
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私の

○○
～ディズニー～
相続・資産税事業部

清水福実

ので主人も子供達も夕
方には疲れてしまいま
すが。

そんな中、毎年買う
まいぞと思いつつ、つ
い買い与えてしまい増
えてしまうポップコー
ンバケット達。家中あ
ちこちに置いてありま
す。

いつも行く前に今
日こそバケットは買わ
ないぞ！主人にと誓う
のですが・・・。いつ
も自分がその誓いを
破ってしまいます。そ

本社３階　総務担当の清水と申します。
今日は私が好きなディズニーについて書きたい

と思います。
私には３人の娘がいます。
その娘達も私もディズニーランドが大好きで毎

年家族でディズニーランドかディズニーシーに行き
ます。楽しくて１日があっという間に過ぎてしまい
ます。

私はアトラクションが大好きでいつも計画を立
てて周ります。いかにスムーズにアトラクションを
乗るか、その合間にショーを楽しむ良いポジション
を取れるかということを仕事以上に真剣に考えなが
らパーク内を回るのが好きです。ほぼ小走りに動く

れでも子供達の笑顔を見ると買ってあげてよかった
と思います。

今はこのご時世なのでまたいつ遊びに行けるか
分かりませんがまた行く事を楽しみに今は外出自粛
し自宅で楽しんでいこうと思います。
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▶ＤＤＫＥＴＣカードのご案内
　高速道路利用にあたって、ＵＣカードと提携した法人
専用ＥＴＣカード（高速利用限定）をお薦めします。①
カードごとの月高速利用額に対し割引、②車両名義を問
わない、等のメリットがあります。
▶労働保険事務組合のご利用を
　事業主に代わり様々な事務（従業員の入社・退社の手
続き、労働保険料の計算・申告・納付）をお引き受けし
ます。事務組合を利用すると①社長も労災保険に加入で
きる（特別加入制度）、②保険料を３回に分けて納める

ことができるなどのメリットがあります。
▶経営セーフティ共済ご加入を
　経営セーフティ共済とは、取引先に不測の事態が生じ
た際に、掛金総額の10倍の範囲内で、無担保・無保証
人・無利子の貸付が受けられる制度です。掛金は、税法
上損金（法人）または必要経費（個人事業）に算入でき
ます。
▶小規模共済ご加入のおすすめ
　小規模企業の役員の皆さんの退職金制度です。掛金は
全額課税対象所得から控除、共済金の受取は一時払、分
割払又は一時払と分割払の併用から選択できるなどの特
色があります。
●お申込み・問い合わせは　☎０３（３９８０）８２９８

世間はコロナウイルスの
話ばかりなので、敢えて関

係ない話をしたい。
昨年の話になるが、ふと思い立ちあるテレビドラ

マのエキストラに出演したことがある。なんとなく
テレビを見ていて、撮影現場ってどんな雰囲気で、
どんな手順で撮影しているんだろうと気になり、エ
キストラについて調べてみた。テレビ局のサイトか
ら意外と簡単に応募でき、あっさり当選した。
５分もないシーンのために待機時間含め 2～３
時間拘束されたが、今まで知らなかった世界の雰

囲気が面白く、あっという間に感じた。役は記者
会見の記者役で、おそらくエキストラは 100 人ほ
どいたと思う。ラッキーな事に主演二人もいる現場
だった。同じセリフのシーンを前から撮ったり後ろ
から撮ったり、短いシーンを撮影するのもこんなに
手間がかかるものなのかと感嘆した。スタッフさん
の動きもテキパキとしていて、見ていて気持ちが
良かった。後日オンエアで自分の姿を確認し、満足。
現在は撮影もストップしてしまっていると思う

が、興味のある方はこの状況が落ち着いたら是非
一度体験してみてはどうだろうか。	 （アラサー）

放言三昧
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　5	月	11	日	（月）	より司法書士法人第一法務が第一
経理本社３階へ移転となりました。
　住所が以下のとおり変更となります。お間違えの
ないようお願い申し上げます。

【新住所】〒 171-0022
　　　 東京都豊島区南池袋 1-13-2
　　 　第一経理ビル 3F

※電話・FAX番号に変更はございません

第一法務池袋本店移転のご案内 「クールビズ」実施のお知らせ
　５月１日から１０月３１日までを「クー
ルビズ」実施期間とさせていただきます。
　期間中冷房による室内温度を 28 度程度にする
ことを提唱し、弊社社員は「ノーネクタイ、ノー
上着」での執務となりますので、ご理解をいた
だきたくお願い申し上げます。
　また、お客様各位におかれましてもご来社の
際は「ノーネクタイ、ノー上着」でお越しくだ
さいますようお願い申し上げます。

INFORMATION

評議員会の新型コロナウィルス対策にはご注意を！
一般財団法人、公益財団法人、社会福祉法人など

の法令上「評議員」を置くとされている法人が、評
議員会の開催をする場合、株式会社の株主や一般社
団法人、公益社団法人、特定非営利活動法人などの
法人の社員と異なり、評議員が書面又はメール等の
電磁的方法や代理人に委任して議決権行使すること
は認められておりません。
これは、評議員と法人とは、理事や監事と同様に

「委任関係」にあるとされており、評議員会に自ら出
席して、直接決議に参加することが求められている

からです。
そのため、評議員会の新型コロナウィルス対策と

しては、以下のいずれかの方法によって行うことを
ご検討ください。
①評議員全員の同意によって評議員会を開催しない
で決議する。
②評議員会を開催したうえで、ウェブ会議システム
などを利用して、できるだけ評議員には開催場所
に来ないで出席してもらう。


