
担当事務所

担当者及び連絡先メールアドレス

country name USA State Assembly Local Assembly

1 Parliamentary system (unicameral

or bicameral, number of seats,

etc.)

Senate (100 members) and House of Representatives (435

members)

In all states, except Nebraska, the state legislature consists of two houses (lower

and upper). The number of seats varies per  state.

In all county and municipal governments, in all states, the

governing body consists of one chamber (various names, mainly

'council').

2 Subject to go online For the House of Representatives: The Committee of the

Whole and standing/ad hoc  committees. For the Senate:

There is no provision for online meetings.

This varies according to the state. The National Conference of State Legislatures

(NCSL) has maintained a list of potential remote activity enacted by the states.

Please see: https://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/covid-19-state-

actions-related-to-legislative-operations.aspx. Click on "2021 Bills and

Resolutions Related to Legislative Rules, Operations or Procedures", as well as

"Additional Resources".

Remote Meetings/Proxy Voting subject to state specific laws.

For example, New York State extended remote meetings for

local governments until 15 January 2022 (Senate Bill

50001/Assembly Bill 40001). See below for an extension that

was passed on 14 January 2022.

3 Laws on which it is based 116th Congress, House of Representatives, Committee of

the Whole: House Resolution No. 965. 117th Congress,

House of Representatives, House Resolution 8 continues

previous Congress's resolution 965 with minor changes (HR

8, Section 3 subsection (s)). Senate: No Rule.

116th Congress, House of Representatives, Committees: HR

965 and HR 8 apply equally to committees of the House.

California: Senate authorised by SR 86 (16 March 2020) remote voting but in a

resticted way. The Senate adopted rules of the 2021-22 session (SR 3) on 11

January 2021. This made some modifications to the rules for the 2019-2020

session. For specific details, see: https://californiaglobe.com/articles/california-

senate-adopts-new-rules/. California Assembly did not authorise remote

participation or voting. Texas does not allow for remote participation or voting -

"presence in the House" is required. Ohio House of Representatives and Senate do

not allow proxy voting. Virginia House of Delegates or the Senate do not allow for

remote participation or voting. Pennsylvania Senate allows for remote

participation and voting (see, https://www.pasen.gov/rules.cfm). SR 128, adopted

7 June 2021. Pennsylvania House of Representatives allows remote participation

and voting (see, https://www.house.state.pa.us/rules.cfm). HR 167, adopted 24

January 2022. This is a sample of state legislative actions.

Massachusetts legislature extended remote meetings for local

government units until 15 July 2022 (Chapter 22 of Acts of

2022); New York State approved an extension of remote local

government meetings on 14 January 2022 as long as emergency

exists (Assembly Bill 8591); New Hampshire legislature not yet

approved an extension of remote local government meetings

(HB1014); Washington State has a very complicated procedure

for local governments to hold remote meetings, became effective

on 24 March 2022 (see, https://mrsc.org/Home/Stay-

Informed/MRSC-Insight/March-2022/The-OPMA-Gets-an-

Update-from-the-Legislature.aspx); Rhode Island, by executive

order (22-01), allows local governments to provide for remote

meetings. Again this is just a sample.

4 Timing of introduction, time-

limited measures or permanent

measures

Initial onset of rule by the House of Representatives 15 May

2020. Valid only until end of session (December 2020); Rule

extended by HR 8 on 4 January 2021, to be renewed evey 45

days during declared emergency. Latest extension is until 28

June 2022. Senate - no rule.

Whichever state legislative house has a rule for remote participation and/or voting

has to be renewed upon the reorganisation of the legislature for the new session

(usually two years). Only New Jersey and Virginia have sessions that are on a

different schedule from all the other states. Washington State House of

Representatives, adopted rules 25 February 2021, Resolution 4610, for 67th

Session (2021-22); Arizona, both House and Senate, adopted rules 11 January

2021, with no reference to remote and/or proxy voting; Montana legislature

adopted joint rules April 2021 allowing for remote and/or proxy voting under very

specific circumstances (Montana state constitution requires members to be

"present"; Illinois House rules adopted February 2021, allowing for committee

participation and voting  by remote, not committee of the whole; Arkansas Senate

adopted rules 11 January 2021, allowing for remote participation; Georgia House

adopted rules 11 January 2021 that allows for virtual or electronic conduct of

business in the case of an emergency wihtout any specific reference to Covid; New

Jersey adopted rules 11 January 2022 (as amended 28 February 2022) with no

reference to remore or proxy voting. This again is a sample.

Local governments are subject to the laws and constitutions of

their respective states. If the State legislature session is 2021-22

(true for 48 states), then laws passed during that session will

apply to local governments. New Jersey enacted Public Laws

2020, Chapter 11, effective 20 March 2020, providing for remote

and virtual meetings of local government bodies (for detailed

statute reference, see: https://casetext.com/statute/new-jersey-

statutes/title-10-civil-rights/chapter-104-legislative-findings-and-

declaration/section-104-93-conduct-of-public-meetings-during-

periods-of-emergency); BUT the legislature enacted Public Law

2021 Chapter 103 that terminated such authority on 11 January

2022.



5 Purpose of Introduction

(Requirements for online

deliberation when available)

US House of Representatives (House Resolution 965)

provides no purpose, except as a response to the declaration

of a health emergency (that being defined by the executive

branch, through the Department of Health and Human

Services, Center for Disease Control).

For each state that provides for remote participation and voting, the rules of the

chamber provide no specific purpose other than the declaration of a health

emergency by the respective executive agency (almost always the Governor's

Executive Order).

Local governments do not have to provide a specific purpose for

the ability to hold remote meetings and voting, as allowed by

state law. That purpose is already defined for them by the

legislature's enactment. For example, New York Assembly Bill

8591, signed by the Governor on 14 January 2022, provides no

purpose for the extension of local government authority to hold

meetings remotely.

6 Scope of being online For the House of Representatives, everything is included.

Specific conditions apply to the manner in which the remote

and/or proxy activity is to be done.

For state legisltive chambers that provide for remote participation and/or proxy

voting, everything is included.

Each state law determines what is permissible for local

government remote meetings. For example, in North Carolina,

there is uncertainty as to what the legislature allows. It is all

discussed in detail at:

https://www.sog.unc.edu/sites/www.sog.unc.edu/files/course_ma

terials/Open%20Meetings%20Overview.pdf. Otherwise, all the

normal activities that are included in a meeting are allowed in a

remote setting. In all states, local governments must meet each

state's version of what we call "open public meetings". These are

what determine what transaction may take place. As an example,

see New York's revisions at

https://opengovernment.ny.gov/system/files/documents/2022/02/f

all-and-winter-2021-22-updates-to-the-open-meetings-

law_022822.pdf.

7 Software to be used The US House of Representatives has the Clerk of the House

establish a new electronic system for the members to use,

specifically for remote access and proxy voting. No

indication as to what that system is. For a more thorough

description of procedure, see: https://rules.house.gov/press-

releases/key-documents-congressional-emergency-remote-

proceedings.

There is no indication of what electronic platforms are favoured by the respective

states. It is to be assumed that state will avail themselves of whatever systems they

use currently. Generally, that means Zoom, Teams, Webex, Skype, etc. For a more

general statement as to what is covered by electronic means in the states, the

Council of State Governments (CSG) has compiled a chart of actions taken by the

state legislatures. Warning, this is somewhat outdated (08 March 2021). See,

https://www.csg.org/2021/03/08/update-state-actions-on-remote-legislative-

participation/.

Again, local governments will use whatever electronic systems

they have been using currently. The states will not dictate those

systems. The only issue for local governments is as to

authenticity. That means electronic systems have to be valid for

legal purposes, such as meeting statute and constitutional

requirements. As an example of meeting statutory requirements,

New York State enacted a law, Chapter 767, Laws of 2021,

signed by the Governor on 22 December, that allowed for the

remote communication and signature to be witnessed by a notary

(see, https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2021/s1780c).

8 Terminal to be used The US House of Representatives does not provide any

devices for members of the House to use in remote activity.

Members use their own devices. Staff of the House

Administration Committee reported on the feasibility of the

technology. See, the report at

https://cha.house.gov/sites/democrats.cha.house.gov/files/20

20_Feasibility%20of%20Remote%20Voting%20in%20the%

20US_v4%20(1).pdf.

In the report mentioned by the staff of the House Administration Committee, there

is reference to the work done on technology by a number of states. Again, no

devices are provided to member for remote voting. Any and all devices are

available for use.

For local governments, generally members of the governing body

are likely to use standalone personal computers. This is mainly

because of the local access channels that are made available by

the relevant cable companies (part of the Telecommunications

Act of 1996). That does not preclude using other devices, such as

mobile phones, tablets etc.



9 Quorum Treatment of Online

Participants

The US Constitution dictates exactly what constitutes a

quorum (see, Article I, Section 5). There is enough

ambiguity in the specific place of where that quorum should

be for the House to define what "present" means. For a

complete analysis of the question of a quorum, see

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/98-988. This

is a report by the Congressional Research Service, part of

the Library of Congress. A month later, the question of

determining whether or not proxy status would count toward

a quorum was reviewed by the Congressional Research

Service in another report (see,

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10447).

This question has not be reviewed by the courts yet and may

never be (this is a complicated legal question of whether or

not the courts have the authority to decide the question).

The question of whether or not a state legislative chamber may allow remote

participation as qualifying for quorum status will be determined individually by

each state's constitution. The Council of State Government's has a table that

outlines how each state has decided what members of the legislature may do to

participate (see, https://web.csg.org/covid19/2020/07/14/state-action-to-enable-

remote-legislative-activity/). This table, however, does not indicate whether or not

such remote access counts toward being considered part of the quorum. As an

example, the Massachusetts House of Representatives adopted an order to

establish Temporary Emergency Rules, that met the specific requirements of the

Massachusetts Constitution (see, the report on this at

https://www.cga.ct.gov/2020/rpt/pdf/2020-R-

0151.pdf?t=5/16/2022%206:00:34%20AM). The Kansas Legislative Research

Department undertook a comprehensive look at other states to determine how the

Kansas legislature should proceed in May 2020. The result was a useful analysis of

the decisions made by a number of other states (see,

http://www.kslegresearch.org/KLRD-

web/Publications/StateLocalGovt/memo_genl_remote_leg_session-2020.pdf).

In general, local governments have an "in-person" requirement

for establishing a quorum. That requirement, however, is solely

determined by the statute that governs the form of government

under which a local government operates. In Pennsylvania, the

legislature enacted Senate Bill 841 in April 2020 to amend the

Health and Safety Code to relieve certain municipal

governments and local agencies from the "in-person"

requirement for establishing a quorum. In Ohio, there was

temporary relief from the requirement to be present at meetings

to be counted for the quorum, through Amended Substitute

House Bill 197, which was subsequently extended to 1 July 2021

by Substitute House Bill 404. That is no longer the case, and

now all local governments must met the requirements of the

Open Meetings Law, where quorum requires the presence of the

member of the local governing body. Open Public Meetings

laws, geneally, are what govern the definition of who counts for

a quorum.

10 Identification method for online

events

Questions 10 to 13 are covered for committee meetings by

the House rules as established for the 117th Congress. For

comprehensive explanation see

https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/

RemoteCommitteeProceedingsRegulations117th.pdf.

Likewise, Questions 10 to 13 are covered individually by the respective State

legislatures who determine the technological requirements for their floor and

committee meetings. These are not covered by statute. There is no compendium of

actions taken across the fifty states. For example, Illinois House of

Representatives, in its rules for 102nd General Assembly (2021-22), indicates

some of the requirements, see https://ilga.gov/house/102_House_Rules.pdf, in

particular rule 25(b). Most states will provide similar rules.

As with the Congress and State legislatures, local governments

are covered by state statutes. Most pertinent to technological

issues is the Open Public Meeting laws of the various states.

Generally, technology must cover the ability to hold a meeting

live and with public participation. New Jersey has attempted to

give guidance to local governments inthis manner (see,

https://nj.gov/dca/divisions/dlgs/pdf/GovConnectNotice-

NewRemotePublicMeetingsGuidance.pdf). The University of

North Carolina provides a good example for local governments

in North Carolina. What is essential to understand is that rules

for these meetings are not prescriptive .

11 Online voting method See answer to Question 10 above. See answer to Question 10 above. See answer to Question 10 above.

12 Video and audio status of the

meeting

See answer to Question 10 above. See answer to Question 10 above. See answer to Question 10 above.

13 Handling of online connection

interruption

See answer to Question 10 above. See answer to Question 10 above. See answer to Question 10 above.

14 public(Open Meeting Principle) The Congress does not provide for public participation in

committee meetings, except by virtue of being invited (or

subpoenaed) to testify. The public is able to view any and all

such meetings through C-Span or committee streaming.

Congress provides that on its own website (see,

https://www.congress.gov/committees/video).

With regard to the state legislatures, the National Conference of State Legislatures

(NCSL) has collected a summary of the actions taken to ensure that the public has

access to legislative meetings (see, https://www.ncsl.org/research/about-state-

legislatures/public-participation-in-remote-legislative-hearings-for-2021-

legislative-sessions.aspx). Each state will provide access differently, but here is an

example form the Commonwealth of Virginia (see,

https://publications.virginiageneralassembly.gov/display_publication/244).

All states have Open Public Meeting Laws that govern how local

governments must allow for public participation. Ballotpedia has

a useful interactive web site that records each state's laws and

what they cover (see,

https://ballotpedia.org/State_open_meetings_laws). As for

remote meetings, each state will determine its own course of

action with regard to local governments. In general, this applies

to the authority for conducting remote meetings.

15 Where to join your legislators

online

There are no restrictions on the location from which a

member of a committee may participate.

There are no restrictions on the location from which a member of a committee

may participate.

There are no restrictions on the location from which a member

of a local government may participate.



16 Other innovations in the

operation of the National

Assembly (Parliament) in the

Corona Disaster

*If you do not conduct online

voting, but do conduct proxy

voting, etc., please state so and

describe the specific procedures.

(In proxy voting, is the proxy

entrusted with even the choice of

approval or disapproval, or is the

choice of approval or disapproval

made by the individual

Not Applicable Not Applicable Not Applicable
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国名 （記載例） 連邦議会 州議会 地方議会

1 国会制度（１院制・２院制の別、定数

等）

上院（200名）・下院（400名） 上院（100名）・下院（435名） ネブラスカ州を除くすべての州では、州議会は2院制（上 院と下院）。議席数は州ごと

に異なる。

（例）

ニューヨーク州議会：上院（63名）、下院（150名）

カリフォルニア州議会：上院（40名）、下院（80名）

すべての州の郡（カウンティ）・市議会は1院制。議席数は団体ごとに異な

る。

（例）

ニューヨーク市議会：51名

ロサンゼルス市議会：15名

2 オンライン化の対象 本会議、委員会 下院：全体委員会及び常任・特別委員会

上院：オンラインによる審議を認めていない。

全米州議会議員連盟（NSCL）のホームページによれば、2021年に、少なくとも30州に

おいて、上院又は下院もしくはその両方で、オンラインによる本会議や委員会の開催、

投票、法案の締め切りや休会期間などの変更を規定する法案や決議が採択されている。

参考：https://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/covid-19-state-

actions-related-to-legislative-operations.aspx

（例）※2021年時点

①オハイオ州、ニューヨーク州、ペンシルベニア州

上院、下院ともにオンラインによる会議、投票を認めている。

②カリフォルニア州

上院は、オンラインによる会議、投票を認めているが、下院はそれらを認めていない。

③テキサス州、バージニア州

オンラインによる会議、投票を認めていない。

原則、州議会法、知事による行政命令等によって認められている場合、オン

ラインによる本会議や委員会の開催、投票が可能。

（例）

①ニューヨーク州：議会法案により、2024年6月30日まで州内の地方自治体

がオンラインで会議を実施することを許可している。（下院A09006 ）

参考：

https://assembly.ny.gov/leg/?default_fld=&leg_video=&bn=A09006&ter

m=0&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y

②マサチューセッツ州：議会法案により、2022年7月15日まで州内の地方自

治体がオンラインで会議を実施することを許可している（2022年法律第22

章）

③ロードアイランド州：知事の行政命令により、地方自治体がオンラインで

会議を実施することを許可している（22-01）

3 根拠規定 【本会議】上院規則

【委員会】臨時委員会規則

[委員会（下院）]第116議会決議第965号及び第117議会決議第8号

[委員会（上院）]規定なし

州議会法、州議会規則、州憲法、州知事による行政命令等

※州によって異なる。

（例）

①オハイオ州：州議会法

第134回総会（2022年2月9日採択、Sub. H.B. 51）

参考：https://www.ohioattorneygeneral.gov/Media/Newsletters/Open-

Book/February-2022/Legislative-Update-Virtual-Meetings-%E2%80%93-

They%E2%80%99re-Back

②ペンシルバニア州：議会規則

上院（2021年6月7日採択SR128）

参考：https://www.pasen.gov/rules.cfm

下院（2022年1月24日採択HR 167）

参考：https://www.house.state.pa.us/rules.cfm

③カリフォルニア州：議会規則

上院（2020年3月16日採択SR 86、2021 年 1 月 11 日採択SR 3）

参考：https://californiaglobe.com/articles/california-senate-adopts-new-rules/

④ニュージャージー州：州知事による行政命令

Executive Order 107

※知事令は、推奨に留まり、法的な拘束力はない。なお、2022年1月11日議会規則によ

原則、州議会法案、州知事による行政命令等を根拠とし、各地方議会は、オ

ンライン会議の使用を許可する法案や決議を採択している。

（例（再掲））

①ニューヨーク州：議会法案により、2024年6月30日まで州内の地方自治体

がオンラインで会議を実施することを許可している。（下院A09006 ）

②マサチューセッツ州：議会法案により、2022年7月15日まで州内の地方自

治体がオンラインで会議を実施することを許可している（2022年法律第22

章）

③ロードアイランド州：知事の行政命令により、地方自治体がオンラインで

会議を実施することを許可している（22-01）



4 導入時期、時限措置か恒久措置か 【本会議】2020年4月（恒久措置）

【委員会】2020年3月（2021年3月までの時

限措置）

【委員会（下院）】

・2020年5月15日に最初の規定を制定。2020年12月の会期末までの時限措

置とされた。

・2021年1月4日の議会決議第8号により、期限が延長され、健康上の緊急

事態宣言(Declaration of a health emergenc）中は、45日ごとに更新する

ことになった。現在は、2022年6月28日までとされている。

【委員会（上院）】規定なし

ニュージャージー州とヴァージニア州を除く全ての州議会では、会期（通常2年間）毎

に議会規則を作成しているため、オンラインによる本会議や委員会、投票を認めている

州は、原則、作成する際にそれらの適用有無を（再）規定する※。ただし、期限につい

ては、明確に言及しない場合がある。

※オンラインを認めない州は、議会規則にその旨を明記しない

（期限を明確にしている州の例）

①オハイオ州：パンデミック初期にオンラインによる会議を認めたものの、2021年6月

30日に期限切れを迎えた。2022年2月9日第134回総会（Sub. H.B. 51）において、2022

年6月30日まで期限を延長することが認められた。

（期限に関する明確な言及がない州の例）

①アーカンソー州：上院は2021年1月11日に規則を採択、オンラインによる議会参加を

認める規定を記載。期限の言及なし。

②モンタナ州：2021年4月に議会規則を採択、緊急事態下でのみ遠隔投票・代理投票を

認める規定を記載。

③ジョージア州：下院は2021年1月11日に規則を採択、緊急事態下でのオンラインによ

る業務遂行を認める規定を記載。

（議会規則更新時に、オンライン会議や投票に関する規定を置いていない（現在はオン

ラインによる会議を行っていない）州の例）

①アリゾナ州：上下両院は2021年1月11日に規則を採択、オンラインや代理投票には言

及していない。

地方自治体は、各州の法律や憲法に従うため、州議会の会期中に成立した法

律が州内の自治体に適用される。一般的に、期限は当該州法等によって規定

されるため、各地方自治体では定めない。

（例）

①ニューヨーク州：議会法案により、州内の地方自治体のオンライン会議を

2024年6月30日まで許可している。（下院A09006 ）（再掲）

②ニュージャージー州：州法2020年第11章（2020年3月20日発効）によ

り、地方自治体がオンライン会議を行えるよう規定。しかし、2022年1月11

日に、この権限を終了させる法案（2021年第103章）を制定。

（参照：https://casetext.com/statute/new-jersey-statutes/title-10-civil-

rights/chapter-104-legislative-findings-and-declaration/section-104-93-

conduct-of-public-meetings-during-periods-of-emergency）

5 導入の趣旨

（オンライン審議が可能な場合の要

件）

【本会議】新型コロナウイルス感染症のまん

延、出産、育児

【委員会】新型コロナウイルス感染症のまん

延

【委員会（下院）】新型コロナウイルス感染症のために公衆衛生上の緊急

事態が生じたため。

【委員会（上院）】-

新型コロナウイルス感染症による州および地方政府の緊急事態に対応するため。

なお、オレゴン州とウィスコンシン州では、コロナ以前から「災害※又は災害の差し

迫った脅威に起因する緊急事態」が発生した場合、オンラインでの議会開催を可能にす

る規定が認められていた。

※災害とは、生命、健康、財産、インフラ、環境、州もしくは州の一部の安全、または

コンピュータ、通信、農業などの重要なシステムを脅かし、あるいは悪影響を与える、

深刻または長期にわたる、自然または人為的に引き起こされた事象を意味している。

参考（ウィスコンシン州）：https://law.justia.com/codes/wisconsin/2017/chapter-

13/section-13.42/

新型コロナウイルス感染症対策を理由としているところが多い。ただし、州

法により、地方自治体は、オンラインでの会議や投票を行うために、特定の

目的を提示する必要はないとされている。

※一般的に、各地方自治体は、州が定める公開会議法を遵守することを求め

られているのみで、その実施プロセスについては、各地方自治体に委ねられ

ている。

（参考）

ニューヨーク州：地方自治体のオンライン会議を許可した州議会法案8591

（2022年1月14日が最新）では、地方自治体が何の目的でそれを実施するの

かを明確に言及していない。

6 オンライン化される範囲 【本会議】質問、法案審議、表決

【委員会】質問、法案審議、表決

【委員会（下院）】

すべて（発言、動議の提出、表決を含む）。ただし、遠隔活動および/ま

たは代理活動の方法には、特定の条件が適用される。

【委員会（上院）】-

オンラインでの会議や投票が可能な州議会では、発言、動議の提出、表決が許可されて

いる。

地方自治体のオンライン会議において、何が許可されているかは、各州法で

決められている。一般的に、オンラインでの会議や投票が可能な地方議会で

は、発言、動議の提出、表決等が許可されている。

参考（ノースカロライナ州）：

https://www.sog.unc.edu/sites/www.sog.unc.edu/files/course_materials

/Open%20Meetings%20Overview.pdf
7 使用するソフトウェア 【本会議】Webex

【委員会】Zoom

【委員会（下院）】Zoom 、Webex、Teams

【委員会（上院）】-

Zoom、Teams、Webex、Skype、GoToMeeting、Google Hangouts、

FreeConferenceCall.com (Video Tutorials)、Audio Conferencing in Microsoft Office

365等

参考：https://www.csg.org/2021/03/08/update-state-actions-on-remote-

legislative-participation/

Zoom、Teams、Webex、Skype、GoToMeeting、Google Hangouts、

FreeConferenceCall.com (Video Tutorials)、Audio Conferencing in

Microsoft Office 365等

なお、どのような電子システムを使用するかは各地方自治体に委ねられてい

る。ただし、議会等の運営は、電子システムを使用する場合でもあっても、

州の法令や憲法上の要件※を満たす必要があるとされている。

※例えば、ニューヨーク州において、2021年法律第767章により、遠隔地や

バーチャルによる会議及び署名には、公証人の立会いを必要としている。

参考：https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2021/s1780c

8 使用する端末 【本会議】国会が貸与するタブレット端末

【委員会】端末の指定なし

【委員会（下院）】端末の指定なし。ただし、オンラインのために端末を

貸与するということはしていない。

【委員会（上院）】-

端末の指定なし。ただし、オンラインのために端末を貸与するということはしていな

い。

端末の指定なし。ただし、多くの地方議会においては、地域のケーブルテレ

ビ会社が提供するローカルチャンネルにアクセスできる端末が使用されてい

る。



9 オンラインによる参加者の定足数上の

取扱い

【本会議】オンラインによる参加者は定足数

に含まれない（正式な「出席」ではない）

【委員会】オンラインによる参加者は定足数

に含まれる

【委員会（下院）】オンラインによる参加者は定足数に含まれる。ただ

し、法的根拠はない。

※合衆国憲法において、定足数に関する規定はあるが、オンラインによる

参加が正式な「出席」となるかは明確に定められていない。そのため、当

該事項を巡っては様々な議論がある。

参考：https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/98-988

【委員会（上院）】-

州議会がオンラインによる参加を定足数として認めるかどうかは、各州の憲法によって

個別に決定される。一般的に、オンラインによる会議、投票を認めている州は、オンラ

インによる参加を定足数として認めている。

（例）

アーカンソー州、カリフォルニア州上院、ケンタッキー州、ニューヨーク州、ペンシル

ベニア州等

参考（カンザス州議会による調査）：http://www.kslegresearch.org/KLRD-

web/Publications/StateLocalGovt/memo_genl_remote_leg_session-2020.pdf

オンラインによる参加が定足数として認められるかがどうかは、各州の公開

会議法（Open Public Meeting Laws）の中で規定されている※。一般的

に、オンラインによる会議、投票が認められてる州では、オンラインによる

参加を定足数として認めている。

※原則、同法では、定足数を確定するために「議場への出席（in-

person）」を求めている。

（例）

ペンシルベニア州：2020年4月に議会が上院法案841を制定し、健康安全法

を改正。オンラインによる出席を認めている。

10 オンライン開催の場合の本人確認方法 【本会議】ID,PWでイントラネットにログイ

ン

【委員会】Zoom画面での確認

【委員会（下院）】

委員会の会議中は、技術的な問題がある場合を除き、ソフトウェア・プ

ラットフォームのビデオ機能により表示されていなければならない。画面

に表示されない場合は、定足数に参入されず、表決に参加することはでき

ない。

【委員会（上院】-

一般的に、各議員のID,PWで使用されているオンラインツールにログインしている。ま

た、画面において、氏名を記載している。

一般的に、各議員のID,PWで使用されているオンラインツールにログインし

ている。また、画面において、氏名を記載している。

11 オンライン表決の方法 【本会議】MemberHubの表決機能

【委員会】Zoom画面での挙手

【委員会（下院）】不明

【委員会（上院）】-

不明 不明

12 会議の映像、音声の状況 【本会議】会議中はビデオをオンにし、常に

画像を送信する

【委員会】会議中はビデオをオンにし、常に

画像を送信する

【委員会（下院）】会議中はビデオをオンにし、常に画像を送信する

【委員会（上院）】-

会議中はビデオをオンにし、常に画像を送信する 会議中はビデオをオンにし、常に画像を送信する

13 オンライン接続が途切れた場合の取扱

い

【本会議】暫時休憩とする

【委員会】委員長が都度判断

【委員会（下院）】不明

【委員会（上院）】-

不明 不明

14 会議公開の原則との関係 【本会議】会議中のZoom画面がYoutubeで生

配信される

【委員会】会議公開原則がなく、委員会の審

査は非公開とすることが認められている（公

開する場合はYoutube配信）

【委員会（下院）】

委員会の会議では、公開され、Youtubeの各委員会チャンネルでストリー

ミングされる。可能な限り、グリッドビューにより出席者を表示しなけれ

ばならない。秘密会又は非公開の会合をオンラインで行ってはいけない。

なお、議会は、証言のために招待される者を除いて、一般人を参加させる

ことはできない。

【委員会（上院）】-

州憲法又は議会規則等により、会議の公開が義務付けられている。そのため、実施され

た会議はYouTubeやLive Stream等で生配信され、後日（又は同日中に）ホームページ

にも動画が配信される。また、市民はホームページに記載されている各会議のリンクか

ら発言や意見の提出をすることができるようになっている。

参考（各州の例）：https://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/public-

participation-in-remote-legislative-hearings-for-2021-legislative-sessions.aspx

参考（バージニア州）：

https://publications.virginiageneralassembly.gov/display_publication/244

各州の公開会議法において、各地方自治体が市民参加をどのように認めなけ

ればならないかが規定されている。オンライン会議に関しては、各州が独自

に地方自治体の方針を決定しているが、多くの場合、会議はYouTubeやLive

Stream等で生配信される。また、後日（又は同日中に）ホームページへ動

画が配信される。

15 オンラインで参加する議員の所在 【本会議】国会近くの議員事務所から参加

【委員会】制限なし

【委員会（下院）】制限はない。

【委員会（上院）】-

制限はない。 制限はない。

16 その他コロナ禍における国会（議会）

運営上の工夫

※オンライン投票は行っていないが、

代理投票等を行っている場合は、その

旨及び具体的な手続を記載ください。

（代理投票では、賛否の選択まで代理

人に任されているのか、賛否の選択は

本人が行うのか等）

【本会議】密集を防ぐため、出席議員を半数

に制限し、残り半数の議員は議員事務所から

モニターで審議を視聴。投票のみ全員が議場

で行う。

【委員会】投票は代理投票により行う。代理

投票を行う場合は、事務局長にその旨を記載

した署名入りの書簡を電子メール等で提出す

る。代理投票では賛否の選択は本人が行い、

本人から賛否記載済みの投票用紙を代理人に

郵送し、代理人が議場において当該投票用紙

により投票する。


