
①議員・局職員の同居家族に
発熱等の風邪症状がある

②：議員・局職員の同居家族が
濃厚接触者に指定される等によ
りＰＣＲ検査（議員・職員本人は
濃厚接触者や有症状でない）

③：議員・局職員に発熱等の風
邪症状がある

④：議員・局職員が濃厚接触者
となった

⑤：②～④の議員が
議員(現数)の1/3以上いる

⑥：議員や局職員に感染者が
発生した

⑦：議員・局職員に感染者が発
生し濃厚接触者の判定がすべ

て確定した

1
本人の登庁

（※P2〔１〕参照）
体調確認の上で出席

検査結果未確定→自宅待機
家族が陰性　→登庁
家族が陽性　→④又は⑥へ

欠席（風邪症状が改善した日、
又は医師が職場復帰可能と判
断したときまで）

欠席（罹患者との最終接触日か
ら１４日間後）

欠席
陽性・濃厚接触者の議員は欠
席

2 会議の開催
開催する（ただし、半数の出席
ができないときは延会）

同左（欠席者が出ても、日程の
変更は行わない）

同左 同左
採決の場合は議運で協議
採決以外は原則開催

採決の場合は議運で協議
採決以外は原則開催

3 議員の出席
全議員出席する
（1/2の出席にはしない）
※P2〔２〕参照

同左 同左
同左
（ただし、状況に応じ議運で協議
する）

同左

全議員出席する
（1/2の出席にはしない）
※感染可能性の無い議員のみ
が出席するため

4 執行部の出席
市長・副市長・政策調整部長・
総務部長 ＋ 質問への答弁が
ある説明員　※P2〔５〕参照

同左 同左 同左 同左
市長・副市長・政策調整部長・
総務部長
＋ 質問への答弁がある説明員

5 傍　聴
感染症対策をとった上で、傍聴
を行えるようにする

同左 同左 同左
可能な限り、オンラインでの傍
聴をお願いする

感染症対策をとった上で、傍聴
を行えるようにする

6 質疑・一般質問

通常通りとする
（欠席の場合に発言順を変更し
ても質問できないときは、質問
を行うことができない）

同左 同左 同左 同左 通常通りとする

7 委員長報告
登壇せず、委員会審査報告書
の写しをタブレットに配信する。

同左 同左 同左 同左
登壇せず、委員会審査報告書
の写しをタブレットに配信する。

コロナ禍における議事運営について

〔本会議関係〕

感染者は欠席
それ以外の議員は、濃厚接触
者の判定を受ける

フロアの消毒（原則１日）、濃厚
接触者の判定(原則２日)が終わ
るまでは、本会議は開催しない
※下記のとおり

議員・局職員に感染者が発生 

フロアの消毒 

原則３日目以降 

濃厚接触者の判定 

原則２日

出席可能議員が1/2未満 

出席可能議員が1/2以上 

本会議の開催できない 

予定の議事日程は採決以外 

予定の議事日程は採決 

議運で議事日程を確認の上、本会議を開催 

議運で、具体的な本会議日程を協議 
（延期等を含む） 出席可能議員とは、保健所により非濃厚接触

者もしくは、陰性と判定された議員 

保健所職員により、順次、濃厚接触
者の判定を行う。 
濃厚接触者は最短で14日間は自宅
待機となる。 

原則1日間 

議運で今後の日程を協議 

※ 議運の委員及び代理委員が全員出席できない会

派があれば、協議・確認の場を災害対策会議に変更 

⑥：議員や局職員に感染者が発生した場合の判断 
《議員の出席適用の条件》 

・ コロナとのつきあい方 滋賀プラン 注意ステージになれば、全議員出席とする。 

・ 通常会議の審議期間中であっても、原則変更日から即日適用する。ただし、議事運営上問題が生じる

場合は、議長が判断する。 
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　① 議会フロアの閉鎖

　

※ 必要に応じ、委員会室等（本館４階東側）を併せて閉鎖することもある。その 場合は他の業務場所を確保する

　③ 罹患者等の復帰基準

２ 感染が疑われる議員及び職員

1) 濃厚接触者

2) 濃厚接触者ではないが

ＰＣＲ検査を受検

3) 発熱等の風邪症状がある者

〔１〕議員の登庁基準（大津市議会BCP修正案より抜粋）

６．新型コロナウイルス感染症などの感染症に係る業務継続の体制及び活動の基準

（６）議員・議会局職員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の業務体制等

・発生日の翌日から２日間（保健所からの助言を得ながら一定期間）、議会フロア（本館３階東側）等を消毒作業等の
ため閉鎖する。

・３日目から業務を再開するが、議会フロア（本館３階東側）が使用不可になった場合、委員会室を活用する。 

１ 罹患者 発症から１０日間が経過し、症状軽快後７２時間が経過したとき、
又は症状が無い場合、検体採取日から１０日間が経過したとき
（ただし、医師の診断がある場合はそれに従う）

罹患者との最終接触日から１４日経過後

検査結果が出るまで自宅待機

風邪症状が改善した日、又は医師が職場復帰可能と判断した日

３ 同居家族が濃厚接触者に指定を受けた議員及
び職員
（同居家族が濃厚接触者に指定される等によりＰ
ＣＲ検査を受検）

検査結果が出るまで自宅待機
家族が陽性の場合：１又は２の１）のとおり
家族が陰性の場合：検査結果後、職場復帰可能

　④ 職員の業務体制

イ　感染者の発生当日

　・保健所による濃厚接触者の確定

　・別室において電話対応など、市民等と直接接しない方法で業務を継続する。

ロ　発生２日目

　・立ち入り制限の期間が翌日以降になる場合は電話対応など、市民等と直接接しない方法で業務を継続する。

－略－

〔２〕議員の出席について 
(1)これまでの経緯 

①令和２年４月に庁内でクラスターが発生したこと。 

②感染初期の段階では新型コロナウイルスの詳細が不明であったこと。 

③具体的な感染症対策等が確立していなかったこと。 

以上の①～③の要因により議会運営委員会でのコロナ対策に係る協議を踏まえ、令和２年招集会議から、新型

コロナ感染症対策として、出席議員数を定数の１／２としてきた。 

（2）今後の対応 

①議場の換気性能が、厚生労働省の推奨する基準（下記〔３〕）を満たしていることを建築課の調査により確認し

ていること。（R2.10） 

②議場において消毒等の感染症対策を行っていること。（下記〔４〕） 

③通常、議席では発言を行わないこと。 

④コロナ禍にあっても議会活動を絶え間なく遂行する姿勢を市民に伝える必要があること。 

以上①～④から、議員の出席については、今後は全議員出席を基本とする。 

（3）その他 

県議会及び、県内他都市議会においては、感染症対策を取った上で、全議員が出席している。中核市において

は過去の他都市の調査（R2.9）では、少なくとも17市が出席議員の制限を行っている。衆議院においては、議員が

自発的に一定の調整を行っている。 
 
 
〔３〕議場における換気調査について  
○別添資料１参照 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の発表した見解）によると、集団感染に共通する
のは ①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集していた、③至近距離で会話や発生が行われた という３つの
条件が重なった場合としており、このうち換気の基準については、厚生労働省が商業施設等の管理者を対象に
推奨している換気量として、１人当たり30㎥/時という基準が示されている。この基準は建築物における衛生的環
境の確保に関する法律（ビル管理法）に準拠したものであり、感染を完全に防止できることが明らかになっている
わけではないが、実現可能な範囲で一定の合理性を有するものとされている。 
・建築課の調査により議場エアハンドリングユニット(換気装置)の送風量は8,800㎥／時と算定された。 
・議場の出席者は、 議員38席、説明員等席25、傍聴席48：合計111席であり、111人 
送風量8,800㎥/時÷111人≒一人当たり79㎥/時であり、厚生労働省の推奨する基準を満たしている。 
 
 
〔４〕議場における感染症対策について 
①議員、説明員、議会局職員は登庁前若しくは議場入場前に検温を行い、発熱のあるものは出席しない 
②開会前、休憩中には、演台、質問席、議席、説明員席等のアルコール消毒を行う 
③入場前に手指の消毒を行う 
※演台、質問席へのアクリル板等の設置については、保健所から｢演台、質問席の周囲が約２ｍ確保されている
ことから、特にアクリル板等を設置する必要はなく、マスク着用と手指消毒を徹底することで感染防止が図れる。
アクリル板を設置のうえマスク不着用で運用した場合、飛沫感染の可能性が否めず、消毒する職員への感染も
懸念されることから、現状の運用が望ましい｣との助言を得ていることから、アクリル板を設置していない 
 
 

〔５〕説明員席について 
 説明員席については、従来より間隔が狭く狭隘であったため、現在工事を行っており、速記席を撤去することで
一人当たりの席幅が広がる予定。 
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①委員・局職員の同居家族に
発熱等の風邪症状がある

②：委員・局職員の同居家族が
濃厚接触者に指定される等によ
りＰＣＲ検査（議員・職員本人は
濃厚接触者や有症状でない）

③：委員・局職員に発熱等の風
邪症状がある

④：委員・局職員が濃厚接触者
となった

⑤：②～④の委員が
当該委員会委員の1/2以上いる

⑥：委員や局職員に感染者が
発生した

⑦：委員・局職員に感染者が発
生し濃厚接触者の判定がすべ

て確定した

1 委員会の開催
定足数を満たす限り開催する
（欠席者が出ても、日程の変更
は行わない）

同左 同左 同左

委員会が付託案件を審査でき
ないときは、取扱いを議運で協
議する。(委員会審査を経ない
本会議での討論・採決を含む)

フロア消毒、濃厚接触者判定の
ため開催しない

委員会が付託案件を審査でき
ないときは、取扱いを議運で協
議する。(委員会審査を経ない
本会議での討論・採決を含む)

最小限とする。 同左 同左 同左 同左 最小限とする。

予算決算常任委員会全体会は
執行部の出席を求めない。

同左 同左 同左 同左
予算決算常任委員会全体会は
執行部の出席を求めない。

3 傍　聴
感染症対策をとった上で、傍聴
を行えるようにする

同左 同左 同左 同左
感染症対策をとった上で、傍聴
を行えるようにする

4 開催場所
日程調整のうえ、第１及び第２
委員会室のみを使用する。

同左 同左 同左 同左
日程調整のうえ、第１及び第２
委員会室のみを使用する。

5 議案審査

執行部の説明原稿及び資料は
事前にタブレットに配信し、委員
会当日の説明は省略する。（質
疑から始める）

同左 同左 同左 同左

執行部の説明原稿及び資料は
事前にタブレットに配信し、委員
会当日の説明は省略する。（質
疑から始める）

6 請願審査
趣旨説明のための請願者本人
の出席は可能な限り控えていた
だくよう依頼する。

同左 同左 同左 同左
趣旨説明のための請願者本人
の出席は可能な限り控えていた
だくよう依頼する。

7 所管事務調査
委員会の判断により緊急性の
低い案件は調査時期を延期又
は中止する。

同左 同左 同左 同左
委員会の判断により緊急性の
低い案件は調査時期を延期又
は中止する。

①委員・局職員の同居家族に
発熱等の風邪症状がある

②：委員・局職員の同居家族が
濃厚接触者に指定される等によ
りＰＣＲ検査（議員・職員本人は
濃厚接触者や有症状でない）

③：委員・局職員に発熱等の風
邪症状がある

④：委員・局職員が濃厚接触者
となった

⑤：②～④の委員が
1/2以上いる

⑥：委員や局職員に感染者が
発生した

⑦：委員・局職員に感染者が発
生し濃厚接触者の判定がすべ

て確定した

1 傍　聴
感染症対策をとった上で、傍聴
を行えるようにする

同左 同左 同左 同左
フロア消毒、濃厚接触者判定の
ため開催しない

感染症対策をとった上で、傍聴
を行えるようにする

2 開催場所 議場とする。 同左 同左 同左 同左 議場とする。

通常会議に関する必要な協議
のみとし、議会における行政評
価など、議会改革関連の協議
は当面の間行わない。

同左 同左 同左 同左

通常会議に関する必要な協議
のみとし、議会における行政評
価など、議会改革関連の協議
は当面の間行わない。

執行部からの提出予定議案の
説明は行わない。 同左 同左

執行部からは追加議案の説明
も行わない

同左
執行部からの提出予定議案の
説明は行わない。

軽微な報告・連絡事項、○×等
の確認はメール及びタブレット
配信とし、議運では議題としな
い。

同左 同左 同左 同左

軽微な報告・連絡事項、○×等
の確認はメール及びタブレット
配信とし、議運では議題としな
い。

会議時間の短縮のため、議会
局からの説明は最小限とし、資
料のとおりでよいかの確認とす
る。（全日程の説明、議事次第
など資料の読み上げで終わるも
のは説明を省略する）

同左 同左 同左 同左

会議時間の短縮のため、議会
局からの説明は最小限とし、資
料のとおりでよいかの確認とす
る。（全日程の説明、議事次第
など資料の読み上げで終わるも
のは説明を省略する）

〔常任委員会〕

2 執行部の出席

〔議会運営委員会〕　

3 協議事項
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