新型コロナウイルス感染症対する議会の対応経過
令和２年２月
２月 22 日 意見交換会中止（門前区）
２月 28 日 全員協議会

新型コロナウイルス感染症に係る市の対応についての報告
と質疑
３月定例会の対応について協議（協議結果の概要は以下の
とおり）
・本会議、委員会の傍聴については自粛をお願いする。
・質問は簡潔に行う。
・アルコールによる手指消毒を行う、マスクの着用を心が
ける。
・委員会については、２時間に１回程度の換気のための休
憩を行う。

３月
３月５日

BCP チーム

３月７日

意見交換会中止（ＰＴＡ）

３月 18 日 全員協議会

議会業務継続計画の調査研究
新型コロナウイルス感染症に係る市の対応についての報告
と質疑

３月 18 日 議会基本条例推進協議会
視察及び視察対応（来庁）について協議
３月 25 日 定例会

「新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書」
を可決し提出

４月
４月１日

全員協議会

休校を解除した４月からの登校について意見集約

４月３日

対策本部へ要望及び意見書を提出
要望及び意見書

４月５日

BCP チーム

４月 10 日 議会運営委員会

議会業務継続計画の調査研究
４月の各会議日程の中止、変更、集約を決定
市対策本部の支援機能を会派代表者会で行うことを確認

４月 13 日 新型コロナウイルス感染症対策本部の支援機能を会派代表者会に位置付け
４月 14 日 議員各位へ新型コロナウイルス感染症対策についての対応を通知
４月 15 日 南砺市議会からの視察対応中止
４月 17 日 ICT チーム

諏訪市議会への視察を中止

４月 20 日 当面の間、視察受け入れ中止を HP で告知
４月 20 日 全員協議会

新型コロナウイルス感染症に係る市の対応についての報告
と質疑

新型コロナウイルス感染症対策における商業振興商品券発
行と議員報酬 2 割削減を緊急協議
４月 22 日 ICT チーム
４月 23 日 会派代表者会

市販ソフトを活用した web 会議の調査研究及び準備
新型コロナウイルス感染症対策における商業振興商品券発
行と議員報酬 2 割削減について協議調整
新型コロナウイルス感染症全般に関する対策を協議調整
Web 会議開催に向けた協議調整
本会議等における議員出席者数削減対応の協議調整
議会費の一部削減（返還等）に向けた協議調整
今後の支援機能のあり方について協議調整

４月 27 日 会派代表者会

新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書について協
議調整
感染症対策等の発信のため市議会 HP への項目追加の報告

４月 27 日 新型コロナウイルス感染症対策本部に要望書を提出
要望書
４月 28 日 全員協議会

特別定額給付金に関する補正予算の説明と確認
新型コロナウイルス感染症における岩倉市独自施策の報告
と確認

４月 28 日 議会運営委員会

４月臨時会の準備
Web 会議開催に向けた協議とテスト会議の開催

４月 30 日 舞鶴市議会からの視察対応中止
４月 30 日 臨時会

新型コロナウイルス感染症対策関連の補正予算を審議

５月
５月１日

議会運営委員会

議会における今後の支援組織のあり方を協議
議員報酬削減について協議
議会費の一部削減（返還等）について協議
副議長の選出について、密に配慮し、指名推薦とするか等
５月臨時会における議会人事の進め方について協議
ZOOM を利用した Web 会議について協議

５月８日

会派代表者会

市対策本部の状況報告と意見収集

議会運営委員会

議員報酬削減について協議

５月 11 日 臨時会

岩倉市独自支援策など対策にかかる補正予算を審議

５月 11 日 議会運営委員会

議会費の一部削減（返還等）について協議

５月 12 日 議会運営委員会

議会費の一部削減（返還等）について協議
（政務活動費の執行しない額をさらに増額）

５月 14 日 臨時会

岩倉市特別職の職員の給与の特例に関する条例を審議
議員報酬等の特例に関する条例を審議

議会費の一部を執行しないこと等とする決議を審議
新型コロナウイルス感染症対策支援特別委員会を設置
５月 20 日 全員協議会

新型コロナウイルス感染症対策予算等の対応状況の報告と
質疑
６月定例会に向けた議案の説明（減額補正など）を受ける
国への意見書提出の提案「臨時交付金増額の意見書」

５月 20 日 議会運営委員会

６月定例会における感染拡大防止対策を協議
（一般質問、傍聴のあり方など）

５月 26 日 ZOOM 接続テスト

オンライン議会報告会に向けた全議員による接続テスト

５月 29 日 議会運営委員会

６月定例会における感染症拡大防止対策を協議
（傍聴者の記名、会議場所の変更など）

５月 29 日 新型コロナウイルス対策支援特別委員会
国への「臨時交付金増額を求める意見書」を協議
４月 27 日提出済要望書の未実施項目について協議
「避難所における感染防止対策強化等の要望書」を協議
６月
６月３日

定例会準備

傍聴席への貼紙（定数制限）、消毒・記名協力スペースの設
置など傍聴に対する感染防止対策を実施

６月４日

定例会開会
新型コロナウイルス対策支援特別委員会
４月 27 日市長へ提出済要望書の未実施項目について協議
「新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書」
（第２弾）
提出に向け、新たな要望事項の抽出等を協議
市対策本部の状況報告
「避難所における感染防止対策の強化等の要望書」の提案
と協議

６月８日

新型コロナウイルス対策支援特別委員会
「新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書」
（第２弾）
を協議

６月 11 日 新型コロナウイルス対策支援特別委員会
「新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書」
（第２弾）
を協議、給食費無償化や学校における清掃委託を要望事項
とした
新型コロナウイルス感染症対策本部に要望書（第２弾）を提出

要望書

６月 17 日 新型コロナウイルス対策支援特別委員会
感染症における新たな市の支援策案の説明を受け協議
「避難所における感染防止対策の強化等の要望書」を協議
感染症における経済的に困窮する学生支援について協議

６月 19 日 全員協議会

感染症における新たな市の支援策に関する補正予算の説明
を受ける

６月 22 日 新型コロナウイルス感染症対策本部に「避難所における感染防止対策の強化等に
ついての要望書」を提出
６月 23 日 定例会閉会

要望書

感染症における新たな市の支援策が計上された補正予算を
審議、可決

８月
８月 17 日 全員協議会

感染症における新たな市の支援策に関する補正予算の説明
を受ける。

８月 26 日 定例会開会
新型コロナウイルス対策支援特別委員会
対策事業における進捗状況の確認
「オンライン本会議の実現に必要となる地方自治法改正を
求める意見書（案）
」の協議
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激
な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）」の協
議
その他現状確認及び意見交換（修学旅行、感染時の公表の
あり方、PCR 検査など）
9月
9 月 17 日 新型コロナウイルス対策支援特別委員会
「オンライン本会議の実現に必要となる地方自治法改正を
求める意見書（案）
」の協議
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激
な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）」の協
議
「PCR 検査等の拡充を求める意見書（案）」の協議
9 月 18 日 全員協議会

感染症における新たな市の支援策に関する補正予算説明を
受ける。

9 月 24 日 新型コロナウイルス対策支援特別委員会
「オンライン本会議の実現に必要となる地方自治法改正を
求める意見書（案）
」の審議→提出
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激
な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）」の審
議→提出
「PCR 検査等の拡充を求める意見書（案）」の審議→保留

9 月 25 日 定例会閉会

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激
な悪化に対し財源の確保を求める意見書（案）」の審議可決
意見書
「オンライン本会議の実現に必要となる地方自治法改正を
求める意見書（案）
」の審議可決 意見書
感染症における新たな市の支援策が計上された補正予算
（第 6 号）
（第 7 号）を審議可決

10 月
10 月 20 日 全員協議会

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る
実施計画提出事業の報告を受け協議
インフルエンザ予防接種の状況報告を受け協議

11 月
11 月 20 日 全員協議会

感染症における市の対策を含む補正予算の説明を受ける。
感染症相談・受診方法についての報告を受け、今一度の周
知を確認

11 月 27 日 議会運営委員会

11 月臨時会、12 月定例会における感染症拡大防止策を協議

12 月
12 月３日

定例会開会

12 月 18 日 全員協議会

感染症における市の対策を含む追加補正予算の説明を受け
る。

12 月 22 日 定例会閉会

常任委員会の録画放映を開始
感染症における新たな市の支援策が計上された補正予算
（第 8 号）
（第 9 号）を審議可決

令和３年１月
1 月 25 日 議会運営委員会

ワクチン接種に関する補正予算の取扱い等について協議

２月
２月１日

議会運営委員会

２月臨時会における感染拡大防止対策を協議

２月２日

臨時会

ワクチン接種体制確保事業の補正予算（第 10 号）を可決

２月６日

ふれあいトーク（市議会サポーターとの意見交換会）を中止

２月 20 日 議会報告会に代わるＨＰ上での新年度予算事業に対する意見募集を実施
２月 22 日 議会運営委員会
２月 26 日 ３月定例会開会

３月定例会における感染拡大防止対策を協議

３月
３月 12 日 財務常任委員会

ワクチン接種に向けた準備状況の報告を受ける。

３月 22 日 全員協議会

感染症における市の対策を含む追加補正予算の説明を受け
る。

３月 24 日 ３月定例会閉会

感染症における市の対策を含む令和 3 年度予算を審議可決
感染症における新たな市の支援策が計上された補正予算
（第 1 号）を審議可決

４月
４月７日 議会運営委員会

４月臨時会における感染拡大防止対策を協議

４月 13 日 臨時会

ひとり親世帯への給付金支給事業の補正予算（第２号）を
可決

４月 20 日 全員協議会

ワクチン接種における報告を受ける。

５月
５月 20 日 全員協議会

ワクチン接種における報告を受ける。
感染症における新たな市の支援策に関する補正予算の説明
を受ける。

５月 25 日

新型コロナウイルス対策支援特別委員会
「コロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急要望」を
協議

６月
６月３日

６月定例会開会

ひとり親世帯への給付金（その他世帯分）支給事業の補正
予算（第３号）を審議可決

６月４日 新型コロナウイルス感染症対策本部に「コロナ禍における女性の負担軽減に関する
緊急要望」を提出
６月 18 日 全員協議会

要望書
生活困窮者自立支援金支給事業及びワクチン接種事業に関
する追加補正予算の説明を受ける。

６月 22 日 ６月定例会閉会

感染症における新たな市の支援策が計上された補正予算（第
４号）を審議可決
生活困窮者自立支援金支給事業及びワクチン接種事業に関
する補正予算（第５号）を審議可決

上記の他、新型コロナウイルス感染症対策本部会議に議会事務局長が出席し、その都度、
議事内容を市議会において共有し、新型コロナウイルス感染症対策支援特別委員会での
協議につなげています。

