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―はじめに― 

 

令和 3 年 4 月 13 日付大学設置・学校法人審議会学校法人分科会決定により，学校法

人寄附行為作成例が改正されました。この改正は，令和 3 年 6 月 25 日付けの通知によ

り，文部科学大臣所轄の学校法人と，各都道府県に周知されました。都道府県知事所轄

法人にも，近日中に周知されると思われます。 

今回通知されたのは，寄附行為作成例の改正であり，私学法等の法令が改正されたも

のではありません。しかし，学校法人の実務では，直ちに対応しなければならないとい

う誤解があり，誤った対応をとろうとする事例も散見されます。 

この冊子は，改正の要点と，改正された条文に絞って解説するものです。難解な議

論も含みますが，項目ごとに「ポイント」をまとめているので，まずは「ポイント」

を押さえる読み方をお勧めします。また，小國法律事務所へ実際に寄せられた相談や

文部科学省が公表した資料から，実務の参考になりそうなものを，Ｑ＆Ａとしてまと

めています。 

私学法や寄附行為作成例については，近時，短期間に複数回の改正が重ねられてい

ます。役員の損害賠償責任に関する法改正（令和 2年 4月 1日施行）については，小

國隆輔『令和元年改正私立学校法への対応―実務者のための解説書―』（私学労務研究

会，2019年）で解説しています。また，いわゆる会社補償とＤ＆Ｏ保険に関する改正

（令和 3年 3月 1日施行）については，小國法律事務所のウェブサイトに，解説冊子

を掲載しています。 

6月 25日通知の発出後，実務に混乱も見られることから，この冊子の複製と配付

は，無償で行う場合には，著作権者の許諾を不要としています。 

短期間でまとめたものであるため不十分な内容と思いますが，この冊子が，多くの

学校法人，私学団体，法律事務所等の実務の参考になれば幸いです。 

 

令和 3年 7月 5日   

弁護士 小國 隆輔 
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第１章 改正の概要  

 

寄附行為作成例は，学校法人の根本規則である寄附行為について，一般的な例を示

したものです。私学法，同法施行令，同法施行規則等の法令と異なり，寄附行為作成

例には法的拘束力はありません。各学校法人の寄附行為の内容は，私学法等の法令に

反しない限り，自由に決めることができます。 

6 月 25 日通知で周知されたのは，法令の改正ではなく，寄附行為作成例の改正だ

けです。したがって，各学校法人が，6月 25日通知によって新たな義務を課されるこ

とはありません。改正後の寄附行為作成例の内容に即して，各学校法人の寄附行為を

変更してもよいですし，現行の寄附行為のままとしておいても構いません。 

今回の寄附行為作成例の改正の要点は，次の内容を加筆したことです。 

① 理事会の招集通知を，監事にも送付すること 

② 理事会の招集を，電磁的方法で通知してもよいこと 

③ 理事会を欠席する理事は，事前に電磁的方法で意思を表示してもよいこと 

④ テレビ会議等の方法で，理事会に出席してもよいこと 

⑤ 理事会の議事録に，出席監事も署名すること 

⑥ 理事会の議事録を，電磁的記録としてもよいこと 

⑦ 評議員会についても，理事会と同様の改正をすること 

今後，寄附行為作成例と同じ内容での寄附行為変更を検討する学校法人が多くなる

ものと思われます。令和 2年 4月 1日施行の私学法改正と異なり，そもそも寄附行為

作成例の改正に対応する義務はないので，寄附行為を変更する場合でも，所轄庁への

認可申請の期限はありません。変更後の寄附行為の施行日も，各学校法人の判断で自

由に決めることができます。 

 

ポイント： 

 ⑴ 寄附行為作成例が改正された。 

 ⑵ 私学法等の法令が改正されたわけではないので，各学校法人に，寄附行為を変

更する法的な義務はない。 

 ⑶ 寄附行為を変更する場合でも，その施行日は自由に決めてよい。 
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第２章 改正寄附行為作成例の逐条解説  

 

１ 理事会の招集 

 

○ 改正後の寄附行為作成例 17条 5項 

５ 理事会を招集するには，各理事及び監事に対して，会議開催の場所及び日時並び

に会議に付議すべき事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。 

 

※ 改正前の 17条 5項 

５ 理事会を招集するには，各理事に対して，会議開催の場所及び日時並びに会議に

付議すべき事項を書面により通知しなければならない。 

 

⑴ 監事に対する招集通知 

改正後の寄附行為作成例 17 条 5 項は，理事会の招集通知を，監事にも送付しなけ

ればならない旨を定めました。 

監事の職務には，理事会への監査報告書の提出，不正行為等の理事会への報告，理

事会に出席して意見を述べることが含まれています（私学法 37条 3項 4号，5号，7

号）。また，理事会の審議は，監事の意見も踏まえつつ行うことが予定されています。 

これらの観点から，改正後の寄附行為作成例 17 条 5 項は，理事会の招集通知を，

理事だけでなく監事にも送付することとしました。 

従前，寄附行為に根拠規定がなくても，監事にも理事会の招集通知を送付している

学校法人が多かったため，学校法人の実務に合わせた改正といえます。 

 

⑵ 電磁的方法による招集 

改正後の寄附行為作成例 17 条 5 項は，理事会の招集通知を，書面ではなく電磁的

方法によって送付することを可能にするものです。 

多くの学校法人では，理事会の招集通知は紙媒体の書面で行うこととしており，時

代に即した規律とはいえなくなっていました。改正後の寄附行為作成例 17 条 5 項と
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同様の条文を寄附行為に置くことにより，電子メール等の方法で理事会の招集通知を

送付することができるようになります(1)。 

なお，どのような方法が「電磁的方法」に当たるのか，私学法では明示されていな

いため，一般法人法等の定めを参照することとなります。 

一般法人法 14 条 2 項 4 号は，「電磁的方法」とは，「電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの」と定義

しています(2)。この定義を受けて，一般法人法施行規則 92 条 1 項は，次のどれかに

該当し，かつ，書面に印刷できるものを指すと定めています（同条 2項）。 

 

○ 一般法人法施行規則 92条 1項 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する

電気通信回線を通じて送信し，受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録する方法 

 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容

を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し，当該情報の提供を

受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方

法 

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくこ

とができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 

 

ごちゃごちゃとわかりにくく書かれていますが，要するに，次の３つの方法が，「電

磁的方法」とされています(3)。書面に印刷できることが必要なので，印刷禁止の設定

をしたファイルを送信した場合，「電磁的方法」で招集通知を送付したことになりま

せん。 

① Ｅメール等を送信する方法（同項 1号イ） 

② 学校法人のウェブサイトやクラウドサーバー等からダウンロードしても

らう方法（同項 1号ロ） 

③ 招集通知を保存したＣＤ－Ｒ等を交付する方法（同項 2 号） 

                            
(1) 従前と同様，口頭で招集通知を行うことはできません（6月 25日通知の 1.(4)参照）。 

(2) 会社法 2条 34 号も，同じ定義を定めています。 

(3) 会社法施行規則 222条も，同じ定義を定めています。 
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ポイント： 

 ⑴ 改正後の寄附行為作成例は，監事にも，理事会の招集通知を送付しなければな

らないこととした。 

 ⑵ 各学校法人の寄附行為に，寄附行為作成例と同じ内容を定めれば，理事会の招

集通知をＥメール等の「電磁的方法」で送付することができるようになる。 

 ⑶ 電磁的方法で招集通知を送付する場合，印刷禁止の設定にしてはいけない。 

 

 

２ 書面による意思表示 

 

○ 改正後の寄附行為作成例 17条 11項 

11 前項の場合において，理事会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもっ

て，あらかじめ意思を表示した者は，出席者とみなす。 

 

※ 改正前の 17条 11項 

11 前項の場合において，理事会に付議される事項につき書面をもって，あらかじめ

意思を表示した者は，出席者とみなす。 

 

従前の寄附行為作成例では，理事会に出席できない理事は，事前に議案に対する賛

否を記載した書面（意思表示書面）を提出しておくことで，定足数や議決数の算定に

おいて，出席者として取り扱うことができました(4)。事前の意思表示をＥメール等で

行うことは許容されておらず，必ず紙媒体の書面を提出しなければならなかったため，

時代に即した規律とはいえなくなっていました。 

改正後の寄附行為作成例 17条 11項は，紙媒体の書面ではなく，電磁的方法によっ

て事前の意思表示を行うことを可能にするものです。電磁的方法の内容は，理事会の

招集通知に関する解説（本書 5頁～6頁）を参照してください。 

                            
(4) 特に，利益相反取引の承認の決議については，出席できない理事それぞれの意思表示の確

認と議事録への記載を行うことが求められています（6 月 25日通知の 1.(3)参照）。 
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なお，一般社団法人の社員総会で電磁的方法による議決権行使を認めるためには，

原則として書面で招集通知を送付しなければならないのですが(5)，学校法人にこのよ

うな規律はありません。理事会の招集を電磁的方法で通知し，かつ，電磁的方法での

意思表示を認めることも可能と解されます(6)。 

 

ポイント： 

 ⑴ 各学校法人の寄附行為に，寄附行為作成例と同じ内容を定めれば，理事会に出

席できない理事が，Ｅメール等の電磁的方法で，事前の意思表示を行うことがで

きるようになる。 

 

 

３ 理事会の議事録 

 

⑴ オンライン会議の許容 

 

○ 改正後の寄附行為作成例 19条 1項 

（議事録） 

第 19条 議長は，理事会の開催の場所（当該場所に存しない役員が理事会に出席をし

た場合における当該出席の方法を含む。）及び日時並びに議決事項及びその他の事

項について，議事録を作成しなければならない。 

 

※ 改正前の 19条 1項 

（議事録） 

第 19条 議長は，理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項につ

いて，議事録を作成しなければならない。 

                            
(5) 一般法人法 39 条 2項 1 号。この場合でも，社員の承諾があれば，電磁的方法による通知

とすることができます。また，会社法 299 条も，株主総会の招集について同様に定めてい

ます。 

(6) ただし，全理事が書面又は電磁的方法による意思表示を行うことは，会議の実態がないた

め，認められません（6月 25 日通知の 1.(1)参照）。 
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従前の寄附行為作成例では，理事会の議事録には，「理事会の開催の場所」を記載

することとされていました。この定めは，理事が一堂に会して対面で会議を行うこと

を前提としたものであり，オンライン会議での出席は想定されていませんでした。 

ところが，令和 2年のコロナ禍では，多人数が一室に集まることが事実上困難とな

ったため，オンラインでの理事会開催を検討せざるを得なくなりました。文部科学省

は，令和 2年 3月 11日付で事務連絡を発出し，「テレビ会議等による理事会開催につ

いても，出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができるとい

う環境であれば，許容される」という見解に立ちました(7)。 

改正後の寄附行為作成例 19 条 1 項は，理事会議事録の記載事項に「当該場所に存

しない役員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法」を追加することで，

オンライン会議での出席が可能であることを明らかにしました。寄附行為作成例と同

様の定めを，各学校法人の寄附行為に追加することで，オンライン会議の方法で理事

会に出席することができるようになります。留意点として，オンライン会議での出席

は，対面での会議と同等の議論ができるよう，即時性と双方向性が確保された環境に

限って認められることが挙げられます(8)。 

 

ポイント： 

 ⑴ 各学校法人の寄附行為に，寄附行為作成例と同じ内容を定めれば，オンライン

での理事会出席が可能となる。 

 ⑵ オンライン会議で理事会を開催する場合，対面での会議と同様に議論ができる

よう，通信環境や端末の性能に留意する。 

 

                            
(7) 株式会社の取締役会については，会社法施行規則 101条 3項 1 号が，議事録の記載事項と

して，「取締役会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない取締役……が取締役会に

出席をした場合における当該出席の方法を含む。）」と定めていることから，以前から，オ

ンラインでの開催も可能と解されていました。 

(8) 6月 25日通知の 1.(2)参照。即時性と双方向性が確保されていない場合には，オンライン

での理事会出席は認められません。株式会社の取締役会に関する事例として，福岡地裁平

成 23 年 8月 9日判決があります。 
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⑵ 議事録への署名等 

 

○ 改正後の寄附行為作成例 19条 2項 

２ 議事録には，出席した理事及び監事が署名（電磁的記録により作成される議事録

にあっては，電子署名。以下同じ。）若しくは記名押印し，又は議長並びに出席し

た理事のうちから互選された理事 2人以上及び出席した監事が署名し，常にこれを

事務所に備えて置かなければならない。 

 

※ 改正前の 19条 2項 

２ 議事録には，議長及び出席した理事のうちから互選された理事 2 人以上が署名押

印し，常にこれを事務所に備えて置かなければならない。 

 

ア 議事録の署名人 

従前の寄附行為作成例は，次の理事が，議事録に署名押印すると定めていました(9)。 

① 議長 

② 議長以外で，議事録署名人として互選された理事 2名 

改正後の寄附行為作成例 19 条 2 項は，次の 2 つの方法から選択することとしてい

ます。「記名」とは，ゴム印や印刷で氏名を記載することをいい，「署名」とは，直筆

で氏名を記載することをいいます。 

方法Ａ 出席した理事と出席した監事が，全員，記名押印する方法 

方法Ｂ 次の者が署名する方法 

① 議長 

② 議長以外で，議事録署名人として互選された理事 2名 

③ 出席した監事 

方法Ａは，署名ではなく記名押印で済ませる場合には，理事会に出席した役員全員

の記名押印を必要とするものです。 

方法Ｂは，出席者のうち一定数の署名人を選出する場合には，署名人に監事を含め

                            
(9) ちなみに，令和 2 年 4月 1日施行の私学法改正前の寄附行為作成例では，出席した理事全

員が署名押印することとされていました。 
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るとともに，記名押印ではなく署名をしなければならないとするものです。 

 

ポイント： 

 ⑴ 改正後の寄附行為作成例では，理事会の議事録の署名人に，監事が加わった。 

 ⑵ 改正後の寄附行為作成例では，理事会の議事録には，出席した役員全員が「記

名押印」をすることとされた。ただし，議事録に「署名」をする場合，出席した

監事全員と，一部の理事の署名でよい。 

 

イ 電磁的記録による議事録作成 

改正後の寄附行為作成例 19 条 2 項は，理事会の議事録を電磁的記録で作成するこ

とを許容する旨も定めています。電磁的記録によって理事会の議事録を作成する場合，

議事録への署名は電子署名で行います。 

私学法は，「電磁的記録」や「電子署名」の定義を置いていないので，他の法令の

定めを参照することとなります。 

まず，一般法人法 10 条 2 項は，「電磁的記録」とは，「電子的方式，磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電子

計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの」と定義して

います(10)。この定義を受けて，一般法人法施行規則 89条は，「磁気ディスクその他こ

れに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調

製するファイルに情報を記録したもの」と定義しています(11)。磁気ディスクのほかに，

ＣＤ－Ｒ，ハードディスク等に記録することも，電磁的記録に当たります。 

次に，電子署名法 2条 1項は，「電子署名」について，次のように定めています(12)。 

 

○ 電子署名法 2条 1項 

（定義） 

第 2条 この法律において「電子署名」とは，電磁的記録（電子的方式，磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電

                            
(10) 会社法 26条 2 項も，同じ定義を定めています。 

(11) 会社法施行規則 224条も，同じ定義を定めています。 

(12) 会社法施行規則 225条 2 項，一般法人法施行規則 90条 2項も，同じ定義を定めていま

す。 
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子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）に記録することが

できる情報について行われる措置であって，次の要件のいずれにも該当するものを

いう。 

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのもので

あること。 

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるもので

あること。 

 

例によってわかりにくい定義ですが，法的に電子署名といえるためには，単にＰＣ

等の画面上で署名をすることでは足りず，本人が署名したと確認できること，署名後

に文書が改ざんされていないと確認できること，この 2つが必要ということです。 

理事会の議事録に電子署名をする場合に，電子署名法 4条 1項が定める認定認証事

業者の認証を受けることは，必須とはされていません。ただし，所轄庁への認可申請

や登記手続等で議事録が必要となる場合には，特定認証業務電子証明書等を求められ

る可能性があるため，所轄庁や法務局へ事前に確認しておく必要があります(13)。 

 

ポイント： 

 ⑴ 改正後の寄附行為作成例では，理事会の議事録を，電磁的記録で作成すること

が許容された。 

 ⑵ 理事会の議事録を電磁的記録で作成する場合，電子署名を用いることとなる。 

 

 

４ 評議員会 

 

○ 改正後の寄附行為作成例 20条 5項・9項，21条 

（評議員会） 

第 20条  

５ 評議員会を招集するには，各評議員及び監事に対して，会議開催の場所及び日時

並びに会議に付議すべき事項を，書面又は電磁的方法により通知しなければならな

                            
(13) オンラインで登記申請をする場合や，書面申請でも電磁的記録で議事録を提出する場合

につき，各種法人等登記規則 5条・商業登記規則 102条 3項～5項参照。 
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い。 

９ 前項の場合において，評議員会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をも

って，あらかじめ意思を表示した者は，出席者とみなす。 

（議事録） 

第 21条 第 19条第 1項の規定は，評議員会の議事録の作成について準用する。 

２ 議事録には，出席した評議員及び監事が署名若しくは記名押印し，または議長並

びに出席した評議員のうちから互選された評議員 2 人以上及び出席した監事が署

名し，常にこれを事務所に備えて置かなければならない。 

 

※ 改正前の寄附行為作成例 20条 5項・9項，21条 

（評議員会） 

第 20条  

５ 評議員会を招集するには，各評議員に対して，会議開催の場所及び日時並びに会

議に付議すべき事項を，書面により通知しなければならない。 

９ 前項の場合において，評議員会に付議される事項につき書面をもって，あらかじ

め意思を表示した者は，出席者とみなす。 

（議事録） 

第 21 条 第 19 条第 1 項及び第 2 項の規定は，評議員会の議事録の作成について準

用する。この場合において，同条第 2項中「理事のうちから互選された理事」とあ

るのは，「評議員のうちから互選された評議員」と読み替えるものとする。 

 

改正後の寄附行為作成例は，評議員会についても理事会と同様の変更を加えました。

改正の内容は理事会とほぼ同じなので，理事会に関する解説を参照してください。 

 

ポイント： 

 ⑴ 評議員会の招集，欠席者の意思表示の方法，オンライン出席，議事録の取扱い

等についても，寄附行為作成例に，理事会と同様の定めが置かれた。 
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第３章 Ｑ＆Ａ  

 

Ｑ１．また私学法が改正されたのか。 

 

Ａ．6 月 25 日通知で周知されたのは，寄附行為作成例の改正であり，私学法等の法令

の改正は行われていません。 

なお，令和 2年 4月 1日施行の改正私学法（令和元年法律第 11号）の附則 13条で

は，「政府は，この法律の施行後 5 年を目途として，新私立学校法の施行の状況につ

いて検討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置を講ず

るものとする。」と定められており，令和 3年 3月 19日には，学校法人のガバナンス

に関する有識者会議が，『学校法人のガバナンスの発揮に向けた今後の取組の基本的

な方向性について』という報告書を公表しました。私学法の次の大きな改正は，令和

7年ごろとなることが予想されます。 

 

 

Ｑ２．寄附行為作成例の改正と法令の改正は，何が違うのか。 

 

Ａ．私学法等の法令が改正された場合には，全ての学校法人が改正後の法令に拘束され

ます。令和 2年 4月 1日施行の私学法改正は，寄附行為の必要的記載事項に関する改

正を含んでいたため，全ての学校法人が寄附行為変更等の対応をしなければなりませ

んでした。 

これに対し，寄附行為作成例は，寄附行為の一般的な内容を示したひな形に過ぎま

せん。したがって，今回のように寄附行為作成例だけが改正された場合，改正に対応

する法的な義務はなく，寄附行為を変更するか否か，各学校法人が自由に判断するこ

とができます。 
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Ｑ３．学校法人は，今回の寄附行為作成例の改正に，いつまでに対応しなければならな

いのか。 

 

Ａ．Ｑ２で述べたとおり，寄附行為作成例の改正に合わせて，寄附行為変更等の対応を

する義務はありません。 

したがって，寄附行為の変更をする学校法人においても，いつまでに対応しなけれ

ばならないという期限はなく，変更後の寄附行為の施行日も，自由に決めることがで

きます。 

 

 

Ｑ４．以前から，監事にも理事会・評議員会の招集通知を送付する運用としているが，

今後は，寄附行為に定めていないと，このような運用は違法となるのか。 

 

Ａ．今回の寄附行為作成例の改正は，理事会・評議員会の招集通知を監事に送付する従

前の運用を，違法とする趣旨ではありません(14)。 

 

 

Ｑ５．寄附行為作成例のとおりに寄附行為を変更した後は，監事に招集通知を送付しな

ければ，理事会や評議員会の決議は無効となるのか。 

 

Ａ．寄附行為に，監事にも招集通知を送付する旨を定めているにもかかわらず，監事に

招集通知を送付しなかった場合，理事会・評議員会の手続きに瑕疵が生じることとな

ります。最終的には訴訟等で裁判所が判断することですが，手続的瑕疵のある理事会・

評議員会の決議は，無効と判断されるおそれがあります。 

 

 

 

                            
(14) 6月 25日通知の 4.参照。 
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Ｑ６．寄附行為に根拠規定がなければ，Ｅメールで招集通知を送付することはできない

のか。 

 

Ａ．寄附行為で，書面により招集を通知する旨を定めている場合，Ｅメールで招集通知

を送付すると，その理事会・評議員会の手続きに瑕疵が生じることとなります。最終

的には訴訟等で裁判所が判断することですが，手続的瑕疵のある理事会・評議員会の

決議は，無効と判断されるおそれがあります。 

 

Ｑ７．機密保持のため，印刷できない設定にした pdfファイルで，招集通知を送信して

もよいか。 

 

Ａ．会社法，一般法人法等の定めを参照すると，電磁的方法で招集通知を発したという

ためには，招集通知を印刷できることが必要です。学校法人でも同様に考えるべきな

ので，設問のように，印刷禁止の設定をした pdfファイルをＥメール等に添付して送

信しても，適法に招集通知を発したということはできません。 

この点は，欠席を予定している理事・評議員が，事前に議案への賛否を表示する場

合も同様です。電磁的方法を用いるときは，印刷可能な形式で行う必要があります。 

 

Ｑ８．全ての理事が，電磁的方法によって意思を表示した場合，理事会の決議を省略す

ることはできるのか。評議員会はどうか。 

 

Ａ．会社法と異なり，私学法は，電磁的方法を利用して理事会決議を省略できる旨の定

めを置いていません。したがって，全理事が電磁的方法で議案への賛否を事前に表示

しても，適法に理事会決議がなされたということはできません。この点は，書面によ

る意思表示の場合も同様です (15)。 

評議員会についても，全評議員が書面又は電磁的方法で賛否を表示して評議員会決

議を省略することは，できないと解されます。 

                            
(15) 6月 25日通知の 1.(1)，東京地裁昭和 39 年 4月 1 日判決・判例時報 368号 2 頁参照。 
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Ｑ９．理事会や評議員会で，全員がオンラインで出席することは可能か。 

 

Ａ．可能と解されます。ただし，理事会・評議員会の議事録には開催場所を記載しなけ

ればならないため，例えば，議長のいる場所を理事会の開催場所とした上で，議長は

現実の出席，議長以外の出席者はオンライン出席と記載することが考えられます。 

 

Ｑ10．オンラインで出席した理事がいた場合，理事会の議事録はどのように記載すれば

よいのか。 

 

Ａ．改正後の寄附行為作成例では，オンラインで理事会に出席した理事について，「出

席の方法」を記載することとしています。また，オンライン出席は，出席者が一堂に

会するのと同等に，相互に十分な議論ができることを前提に許容されるものなので，

この点が明らかになるようにしておく必要があります。例えば，次のような記載が考

えられます。下線部が，オンライン出席に対応する記載です。 

 

学校法人○○学園 理事会議事録 

1 日時  2021 年○月○日 午後○○時○○分～午後○○時○○分 

2 場所  ○○府○○市○○区○○通○○下ル○○町○○番 ○○学園理事長室 

3 理事定数  6名 

4 出席者  理事Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ， 

      （理事Ｅ及びＦは，○○学園中学校校長室からテレビ会議により出席） 

       監事Ｇ，Ｈ 

5 欠席者 なし 

6 議事の経過 

  理事長Ａが議長となり，本日の理事会は理事全員の出席があり，適正な開催であるこ

とを宣言した。議長は，理事Ｅ及びＦが○○学園中学校校長室からテレビ会議により

出席することを告げ，出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり，互いに適時

的確に意見を表明できる状態であることを確認し，議案の審議に入った。 

（以下略） 
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Ｑ11．寄附行為の変更をしなければ，理事会や評議員会をオンラインで開催することは

できないのか。 

 

Ａ．6 月 25 日通知によると，オンライン会議等の取扱いは，寄附行為に定めなければ

行うことができないという性質のものではないとされています。また，文部科学省が

令和 2 年 3 月 11 日に発出した事務連絡によれば，出席者が一堂に会するのと同等の

相互に十分な議論を行うことができる環境であれば，テレビ会議等による理事会・評

議員会の開催も可能とされています。したがって，寄附行為の変更をしなくても，理

事会・評議員会をオンラインで開催できるというのが，文部科学省の見解といえます。 

しかし，会社法，一般法人法等では，オンライン会議を許容する旨が定められてい

るのに対し，私学法にはそのような定めは一切ありません。法令にも寄附行為にも根

拠のないオンライン会議が適法といえるのか，疑問が全くないとはいえません。オン

ラインで理事会・評議員会を開催するのであれば，寄附行為を変更して，根拠規定を

設けておくべきでしょう。 

 

 

Ｑ12．今後は，理事会や評議員会の議事録に，監事も署名（又は記名押印）をしなけれ

ばならないのか。 

 

Ａ．寄附行為に，改正後の寄附行為作成例と同じ内容を定めた場合には，監事も議事録

に署名又は記名押印をしなければなりません。 

もっとも，議事録署名人は私学法等の法令に定められたものではなく，各学校法人

の寄附行為で定めるものです。従前の寄附行為作成例と同様に，監事の署名等を必要

としていなければ，議事録に監事の署名等を求める必要はありません(16)。 

 

 

                            
(16) もちろん，任意に監事が署名をすることも，違法ではありません（6月 25日通知の 4.参

照）。 
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Ｑ13．改正後の寄附行為作成例では，理事会・評議員会に出席した監事全員が，議事録

に署名（又は記名押印）をすることになるのか。 

 

Ａ．改正後の寄附行為作成例は，理事・評議員に加えて，理事会・評議員会に出席した

監事も，議事録に署名又は記名押印をすることとしています。理事・評議員と異なり，

互選によって署名人を指名する扱いが定められていないため，出席した監事全員が，

議事録に署名等をする旨を定めたものといえます。 

なお，理事会・評議員会に出席していなかった監事は，議事録への署名等をする必

要はありません。 

 

 

Ｑ14．監事が全員欠席した場合，理事会・評議員会の議事録の署名（又は記名押印）は

どうすればよいか。 

 

Ａ．改正後の寄附行為作成例では，出席した監事に署名又は記名押印を求めているので，

理事会・評議員会で監事が全員欠席した場合，議事録に監事の署名等を求める必要は

ありません。 

 

 

Ｑ15．評議員会の議事録も，電磁的記録で作成してよいのか。 

 

Ａ．改正後の寄附行為作成例 21 条は，評議員会の議事録を電磁的記録で作成できる旨

を定めていないように見えます。しかし，19条 2項に「署名（電磁的記録により作成

される議事録にあっては，電子署名。以下同じ。）」という記載があるので，21条 2項

の「署名」も，「署名（電磁的記録により作成される議事録にあっては，電子署名。）」

と読むこととなります。 

したがって，改正後の寄附行為作成例は，評議員会においても，電磁的記録での議

事録作成を許容していることとなります。 
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Ｑ16．電磁的記録で議事録を作成したら，紙媒体の議事録を事務所に備え付けなくても

よくなるのか。 

 

Ａ．電磁的記録そのものが議事録となるので，別途紙媒体の議事録を作る必要はなく，

議事録を保存したハードディスク等を事務所に備え付けておけば足りると考えられ

ます。なお，従たる事務所がある場合，従たる事務所のＰＣ等から議事録を閲覧でき

る状態にしておけばよいでしょう(17)。 

 

 

Ｑ17．理事会・評議員会の議事録を電磁的記録で作成し，電子署名の認証を受ける場合，

どの業者に依頼すればよいか。 

 

Ａ．議事録を電磁的記録で作成する場合，必ずしも，電子署名の認証サービスを提供す

る業者の認証を受ける必要はありません。 

もっとも，所轄庁への認可申請や登記手続等で議事録が必要となる場合には，電子

署名法 4条 1項に基づき主務大臣の認定を受けた事業者（認定認証事業者）による証

明書（特定認証業務電子証明書）等を求められる可能性があります。所轄庁や法務局

に事前に確認しておく必要がありますが，所轄庁や法務局へ提出する可能性がある議

事録については，認定認証事業者のサービスを利用することが選択肢となります。 

認定認証事業者の一覧は，次のウェブサイト等で確認することができます。 

・法務省「電子署名法の概要と認定制度について」 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji32.html 

・総務省「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく認定認証業務一覧」 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/ninshou-law/ 

d-nintei.html 

・経済産業省「電子署名及び認証業務に関する法律による認定認証業務一覧」 

https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/esig-srvlist.html 

  

                            
(17) 一般法人法 57 条 3項，一般法人法施行規則 93条参照。 
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改正後の寄附行為作成例 

第 17条 （略） 

２～４ （略） 

５ 理事会を招集するには，各理事及び監

事に対して，会議開催の場所及び日時並

びに会議に付議すべき事項を書面又は電

磁的方法により通知しなければならない。 

６～10 （略） 

11 前項の場合において，理事会に付議さ

れる事項につき書面又は電磁的方法をも

って，あらかじめ意思を表示した者は，出

席者とみなす。 

12～13 （略） 

（議事録） 

第 19 条 議長は，理事会の開催の場所（当

該場所に存しない役員が理事会に出席を

した場合における当該出席の方法を含

む。）及び日時並びに議決事項及びその他

の事項について，議事録を作成しなけれ

ばならない。 

２ 議事録には，出席した理事及び監事が

署名（電磁的記録により作成される議事

録にあっては，電子署名。以下同じ。）若

しくは記名押印し，又は議長並びに出席

した理事のうちから互選された理事 2 人

以上及び出席した監事が署名し，常にこ

れを事務所に備えて置かなければならな

い。 

３ （略） 

 

改正前の寄附行為作成例 

第 17条 （略） 

２～４ （略） 

５ 理事会を招集するには，各理事に対し

て，会議開催の場所及び日時並びに会議

に付議すべき事項を書面により通知しな

ければならない。 

６～10 （略） 

11 前項の場合において，理事会に付議さ

れる事項につき書面をもって，あらかじ

め意思を表示した者は，出席者とみなす。 

 

12～13 （略） 

（議事録） 

第 19 条 議長は，理事会の開催の場所及び

日時並びに議決事項及びその他の事項に

ついて，議事録を作成しなければならな

い。 

 

 

２ 議事録には，議長及び出席した理事のう

ちから互選された理事 2 人以上が署名押

印し，常にこれを事務所に備えて置かな

ければならない。 

 

 

 

 

３ （略） 

寄附行為作成例 新旧対照表 
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（評議員会） 

第 20条  （略） 

２～４ （略） 

５ 評議員会を招集するには，各評議員及

び監事に対して，会議開催の場所及び日

時並びに会議に付議すべき事項を，書面

又は電磁的方法により通知しなければな

らない。 

６～８ （略） 

９ 前項の場合において，評議員会に付議

される事項につき書面又は電磁的方法を

もって，あらかじめ意思を表示した者は，

出席者とみなす。 

10～12 （略） 

（議事録） 

第 21 条 第 19 条第 1 項の規定は，評議員

会の議事録の作成について準用する。 

 

 

 

 

 

２ 議事録には，出席した評議員及び監事

が署名若しくは記名押印し，または議長

並びに出席した評議員のうちから互選さ

れた評議員 2 人以上及び出席した監事が

署名し，常にこれを事務所に備えて置か

なければならない。 

 

 

（評議員会） 

第 20条 （略） 

２～４ （略） 

５ 評議員会を招集するには，各評議員

に対して，会議開催の場所及び日時並

びに会議に付議すべき事項を，書面に

より通知しなければならない。 

 

６～８ （略） 

９ 前項の場合において，評議員会に付

議される事項につき書面をもって，あ

らかじめ意思を表示した者は，出席者

とみなす。 

10～12 （略） 

（議事録） 

第 21 条 第 19 条第 1 項及び第 2 項の規

定は，評議員会の議事録の作成につい

て準用する。この場合において，同条第

2項中「理事のうちから互選された理事」

とあるのは，「評議員のうちから互選さ

れた評議員」と読み替えるものとする。 

 

（新設） 
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◇◇◇私学法務に関する書籍のご案内◇◇◇ 

 

① 令和元年改正私立学校法への対応 

―実務者のための解説書― 

小國隆輔 著 

私学労務研究会（2019年）発行 

1,819 円＋消費税 

 

 

② 実務者のための人事・労務書式集 

小國隆輔 著 

私学労務研究会（2020年）発行 

3,000 円＋消費税 

 

 

 

③ Ｑ＆Ａ 私学のための働き方改革 

小國隆輔編著，国本聡子＝柿沼拓也著 

中央経済社（2020年）発行 

3,200 円＋消費税 

 

 

④ 新型コロナの学校法務 

小國隆輔 著 

中央経済社（2021年）発行 

＊2021 年 7月中旬発売予定 

 

 

  

 

 

 

Now 

Printing... 

＊私学労務研究会発行の書籍は，同会のウェブサイト(https://sirouken.or.jp/books)

からお申し込みください。 

＊中央経済社発行の書籍は，書店，同社ウェブサイト等でお買い求めいただけます。 
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