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● 一般的な「決議」と「決議の省略」 

 通常、総会決議は、出席者と委任状を合わせた数の過半数の賛成で成立します。これに対し「決議の

省略」は、会議を開催せず、すべての会員が書面または電磁的記録により議案に同意の意思表示をした

ときに、総会の決議があったものとみなすという規定（法人法第 58条第１項）です。このため「みな

し決議」あるいは「文書決議」と表現される場合があります。 

 

● なぜ、「決議の省略」ではなく総会を開催するのか 

 定期総会は、法人の財務状況等を確認する大切な会議のため、新年度のできるだけ早期に開催する必

要があり、延期または中止することは難しい状況です。 

 一方、感染を防ぐためには「密閉」「密集」「密接」の３密を避けることが重要とされ、総会のように

人が集合する会議では、感染リスクを完全に取り除くことができません。 

 「決議の省略」方式は、人との接触を減らすことができ、今この時に最も適した方法であることは間

違いありません。ただし、実際に行うには大きな障害があります。前述したように、総会の議決権は産

連正会員全員が有しているため、決議を有効とするためには、約 400 社全部の同意（賛成）を書面等

でいただく必要があります。いい換えれば１社でも未提出の場合は成立しません。 

 このため、今期の定期総会は 5月 19 日に開催しますが、皆様には、後日送付する委任状による議決

権行使をご検討いただくなど、感染予防を優先して出欠をご判断くださるようお願いいたします。 

板橋産連 
第 1224 号 

ニュース 
5 月１日 発行 

 

2020 年 

 

 総会にも影響 ～一人ひとりが新型コロナウイルス感染予防を～ 

 新型コロナウイルスの感染拡大によ

り、私たちの暮らしや仕事が足下から揺

さぶられています。 

 

 例年であれば５月には定期総会が開催

され、多くの会員の皆様の賛同を得たう

えで、新年度の活動が始まります。 

 しかし、令和２年度の総会は、感染拡

大防止のための対策を講じる必要がある

ため、変則開催になります。 

 皆様には、ご不便をお掛けしますが、

何卒ご理解ご協力をお願いいたします。 
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● 経済産業省  https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 ■持続化給付金  相談ダイヤル 中小企業 金融・給付金相談窓口 0570－783183 

   給付額 ：法人＝200 万円、個人事業者＝100 万円 

   支給対象：新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが前年同月比で 50％以上減少し

ている者 

        資本金 10 億円以上の大企業を除く、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーラ

ンスを含む個人事業主など（医療法人、NPO 法人、社会福祉法人を含む） 

   申請に必要な事項等詳細は 4月末までに決定 

 ■ものづくり補助金（設備導入）問合せ ものづくり補助金事務局 050－8880－4053 

   補助率 ：３分の２、補助上限額：1000 万円 

   対 象 ：中小企業など 

 ■小規模事業者持続化補助金（販路開拓など）問合せ 日本商工会議所 03－6447－2389 

   補助率 ：３分の２、補助上限額：100万円 

   対 象 ：小規模事業者など 

 ■ＩＴ導入補助金（ＩＴ導入）問合せ サービスデザイン推進協議会 0570－666－424 

   補助率 ：３分の２、補助上限額：450万円 

   対 象 ：中小企業・小規模事業者など 

                           〈経産省ホームページ〉 

 

● 日本政策金融公庫  https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19_t.html 

 ■新型コロナウイルス感染症特別貸付 

   融資限度額：①中小事業＝３億円   問合せ 池袋支店 03-3986-1261 

         ②国民事業＝600万円  問合せ 板橋支店 03-3964-1811 要来店予約 

   対 象 ：ホームページ等でご確認ください。 

   貸付期間：設備 20 年以内、運転 15 年以内（うち据え置き期間 5 年以内） 

   金 利 ：①中小事業 1.11％→0.21％ 

        ②国民事業 1.36％→0.46％ 

                      〈日本政策金融公庫ホームページ〉 

 

● 商工中金  https://www.shokochukin.co.jp/ 

 ■危機対応融資    相談ダイヤル  商工組合中央金庫相談窓口 0120－542－711－ 

   融資限度額：３億円 

   対 象 ：最近1か月の売上高が前年または前々年の同期比で5％以上減少など条件があります。

ホームページ等でご確認ください。 

   貸付期間：設備 20 年以内、運転 15 年以内（うち据え置き期間 5 年以内） 

   金 利 ：1.11％→0.21％           〈商工中金ホームページ〉 

 ■既往債務の借り換え 

  相談ダイヤル 中小企業 金融・給付金相談窓口 0570－783183 

 

 新型コロナウイルス感染症関連の公的支援策 
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● 厚生労働省（雇用調整助成金） 

 ■新型コロナウイルス感染症特例措置  問合せ ハローワーク池袋 03-3987-8609(33#) 

   支給対象事業主：雇用保険適用事業所（全業種） 

   支給対象労働者：雇用保険被保険者、雇用保険被保険者でない週 20 時間未満の労働者（パート、

アルバイト）など 

   主な支給要件等：最近1か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて5％以上減少。

休業等の延べ日数が対象労働者にかかる所定労働日数の 40 分の１（中小企業）、

３０分の１（大企業）以上 

   受給手続き等 ：すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、６月 30 日までは 

事後に提出することが可能 

   詳細は、厚生労働省の雇用調整助成金のページでご確認ください。 

                         〈雇用調整助成金ホームページ〉 

 

● 東京都   https://www.tokyo-kyugyo.com/ 

 ■感染拡大防止協力金  「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」 

    開設時間 ９時～19 時（土日祝日を含む毎日） コールセンター  03－5388－0567 

   対 象 ：「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間の短縮の要請等を受けた

施設を運営する中小企業及び個人事業主 

        緊急事態措置期間（4月 11 日～5 月 6 日）に休業などの要請に全面的に協力した中

小企業及び個人事業主 

   支給額 ：50 万円（2 店舗以上有する事業者は 100 万円） 

   申請受付：4 月 22 日～6 月 15 日 

               〈オンライン申請・感染拡大防止協力金ホームページ〉 

 ■新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 問合せ 産業労働局金融課 03－5320－4877 

   対 象 ：新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、最近 3 か月の売り上げまた

は今後 3 か月の売り上げ見込みが 2019 年 12 月以前の直近同期と比べて 5％以上

減少している中小企業・組合 

   資金使途：運転資金、設備資金 

   融資限度：2 億 8000 万円（組合は 4 億 8000 万円） 

   融資期間：運転資金は 10 年以内（据え置き期間 2 年以内を含む）、設備資金は 15 年以内（据

え置き期間 3 年以内を含む） 

   金利（固定）：条件により 1.5％～2.4％ 

 ■新型コロナウイルス感染症対応緊急借り換え 問い合わせは上記の緊急融資と同じ。 

                         〈東京都産業労働局ホームページ〉 

 

● 板橋区制度融資    問合せ 産業振興課産業支援グループ 03-3579-2172 

 ■新型コロナウイルス感染症対策利子補給優遇加算の新設 

 ■信用保証制度優遇加算の対象拡大 

 ■新型コロナウイルスに関する中小企業などの特別相談窓口  〈板橋区ホームページ〉 

 新型コロナウイルス感染症関連の公的支援策 
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今後の予定は決まり次第産連ホームページでお知らせします。 

〇 専門委員会 
 ４月上旬に予定していた、事業・厚生・広報の各専門委員会は中止しました。 
 

〇 定例監査 
 開催日：４月１３日 
 内 容：令和元年度の会計決算等について、監査委員２名により監査を実施しました。 
 

〇 ４月理事会（役員会） 
  東京都などに緊急事態宣言が発せられたため会議を中止し、令和元年度の事業報告・決算、 
 令和２年度の事業計画案・予算案について、全理事参加による書面決議を行いました。 

 

理事会・専門委員会などの活動状況 

今後の主な予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 行  事 
 
 

５/１９(火) 板橋産業連合会定期総会 産連３階会議室 

６月予定 テニス大会 新河岸庭球場 

６月予定 野球大会 
城北・小豆沢 
戸田橋野球場 

６月予定 環境管理研究会総会 産連３階会議室 

《板橋産連ニュースは、板橋区中小企業活性化事業補助金を活用して発行しています。》 

 

 

製造業を営むすべての事業所が対象となります。 

 

５月中旬～６月中旬に、東京都知事から任命され

た統計調査員がお伺いしますので、御協力をお願

いします。 

 

 ※ 調査内容は統計以外の目的に利用されることはあ

りません。 

 ※ 統計調査員は東京都知事発行の調査員証を携帯し

ています。 

 

     《お問合せ》 

       板橋区役所総務部総務課統計係 

       電話 03－3579－2057 

６月１日は工業統計調査の日です 


