
沖縄県議会 傍聴者アンケート結果（令和２年　２月定例会）

　○会期 令和２年　２月定例会
　○本会議及び委員会傍聴人数 計156人
　○アンケート回答人数 108人　 (回答率69.2％)

＜各アンケート項目の結果＞

Q１性別・年齢を教えて下さい。

性別
選択項目 人数 比率

男性 51 47.2%
女性 42 38.9%
無回答 15 13.9%

計 108 100.0%

年齢
選択項目 人数 比率

20歳未満 0 0.0%

20歳代 8 7.4%

30歳代 11 10.2%

40歳代 17 15.7%
50歳代 14 13.0%
60歳代 29 26.9%

70歳代 22 20.4%

80歳以上 5 4.6%
無回答 2 1.9%

計 108 100.0%

Q2本日は、本会議、委員会のどちらの傍聴に来られましたか。

選択項目 人数 比率
本会議 99 91.7%
委員会 5 4.6%
無回答 4 3.7%

計 108 100.0%
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Q3本会議・委員会をあわせて傍聴は何回目ですか。

選択項目 人数 比率
はじめて 36 33.3%
2回～5回 51 47.2%
6回～9回 6 5.6%
10回以上 13 12.0%
無回答 2 1.9%

計 108 100.0%

Q4傍聴に来られた目的は何ですか。(※複数回答あり)

選択項目 人数
県議会の活動や県
政に関心があるから

52

地元選出議員の活
動を知りたいから

38

関心のある分野の
質問・会議だから

32

その他 13

計 135
※「その他」

Q5傍聴席までスムーズに入場できましたか。

選択項目 人数 比率
できた 107 99.1%
できなかった 1 0.9%
無回答 0 0.0%
計 108 100.0%
※「できなかった」理由
・今回で2回なので

・首里城関連の意見書が
あがっていたから
・陳情案件に関する質疑応
答を知りたいので
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Q6質問や答弁はよく聞こえましたか。

選択項目 人数 比率
よく聞こえた 76 70.4%
聞こえにくかった 21 19.4%
無回答 11 10.2%

計 108 100.0%
※「聞こえにくかった」理由

Q7議員の質問内容はわかりやすかったですか。

選択項目 人数 比率

わかりやすかった 73 67.6%

わかりにくかった 7 6.5%

無回答 28 25.9%

計 108 100.0%
・議員によって違います

Q8知事・部長等の答弁内容はわかりやすかったですか。

選択項目 人数 比率
わかりやすかった 43 39.8%
わかりにくかった 29 26.9%
無回答 36 33.3%

計 108 100.0%

・質問はよく聞こえた。答弁は紙を読んで
下を向きしゃべるため声が届かない。前
を向いて
・知事以外の執行部のみなさん
・補聴器をしてる人でも聞きとれるように

・語尾がはっきりしないところもあり丁寧
にゆっくり、早口にならず答弁してほしい
・傍聴者にとっては、議案概要の説明
は、もう少し詳しいとありがたいです
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Q9配付資料は、議員の質問や知事・部長等の答弁の内容を理解するのに役立ちましたか。

選択項目 人数 比率
役立った 90 83.3%
役立たなかった 3 2.8%
その他 0 0.0%
無回答 15 13.9%

計 108 100.0%
※「その他」

・よめない

Q10本会議場の大型スクリーンは見やすかったですか。

選択項目 人数 比率

見やすかった 60 55.6%

見にくかった 26 24.1%

委員会の傍聴なの
で見ていない

2 1.9%

無回答 20 18.5%
計 108 100.0%

※「見にくかった」理由
・もう少し鮮明に

Q11議会事務局職員・警備員の対応はいかがでしたか。

選択項目 人数 比率
良かった 74 68.5%
普通 22 20.4%
悪かった 0 0.0%
無回答 12 11.1%

計 108 100.0%
・丁寧に説明してくれて、とても良い

・入場時に配布資料が不足とのことでし
た。不足の無いよう準備すべき。時間も
遅かった

・まわりが明るいので、画面がうすく見え
る

・なぜ帽子をとらないといけないのか理
解できない。ファッションだと思えないの
か

・白文字なのでバックが薄い色だと見にく
い
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Q12県議会について、関心のあることは何ですか。(※複数回答可)

選択項目 人数
議案の内容 46
議員の質問内容 50
知事・部長等の答弁内容 52
議案の審議結果 18
意見書・決議の内容 17
採決時の賛否状況 17
請願・陳情の審議結果 19
委員会での審査状況 5
委員会の視察調査活動内容 8
その他 3

計 235

Q13県議会に期待することは何ですか。(※複数回答可)

選択項目 人数
行政が正しく行われているか
チェックすること

58

県民の多様な意見を行政に反映
させること

64

県議会自ら県民生活に必要な政
策や条例を提案すること

46

議会改革に取り組むこと 19
その他 2

計 189

※「その他」

・公金で、委員全員ではなく一部の人
だけでいくのはおかしい

・もっと障害者学べる学校、インクルー
シブにしてください

・県議会として市町村議会との意見交
換等の連携を密にし、地域の声を県
政に反映してほしい
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傍聴者の皆様からいただいた御意見・御要望に対する回答

（令和２年第１回定例会）

貴重な御意見・御要望まことにありがとうございます。

傍聴者の皆様からお寄せいただいた御意見・御要望について、次のとおり回答い

たします。

１ 議員に関すること

① 野次、私語はない方がいいです。品位がない。

② 傍聴席から県議が何をやっているか分かりづらい。質問していない県

議は何をしているのか。誰が下品な野次を飛ばしているのかわからない。

③ 議員が今期で最後ということで、ねぎらう気持ちがあるのはわかるが、

社会が混乱し大変な時期なだけに必死で傍聴に来ている私はとても置き

去りにされた気持ちであった。身内感覚で和気あいあいするのは議会外

でやってほしい。

④ 県民からの陳情を真摯に受け止めて、真面目に審議してほしい。

⑤ 新聞の情報を読むより少し納得と改めて取り組んでいる事の中で障害

者の就労・夜間中学の事、身近な問題だったので、今日来た事は良かっ

た。選挙で選ばれた議員さんの姿を見ることも少なく生活していました

が、関心を持つ人が増えればと感じた。

⑥ 「本土への基地引き取り」の議案を真剣に討議してほしい。

⑦ 沖縄県民の自立の為、新たに子ども達のすこやかな成長個性豊かなほ

まれある、自信にみちた人格、平和な国づくりを進めて人格形成に向け

て、頑張って頂きたいです。よろしくお願いいたします。

⑧ 真面目に考えて、インクルーシブの学校つくりたい。おねがいします。

議員が女性の数、障害当事者、若い人の意見を反映出来るようにしてほ

しい。

⑨ 「首里城の早期復元と総合的な復興の推進を求める意見書」が全会一

致で可決されました。国、那覇市と協力して、県がしっかり宣言の実現

へ尽力して欲しい。県議会の後押しをお願いします。

これまでいただいた御意見・御要望は、議長を初め、全議員に周知し

てきたところですが、来る６月７日の県議会議員選挙において選出され、

令和２年６月25日から４年間の任期を開始する新議員に対しても、これ

まで同様、いただいた御意見・御要望をお伝えしてまいります。

（議事課議事運営班）
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２ 議会事務局に関すること

① 車イス席に介助者用のイスをおいてほしい。

御要望を受け、車椅子傍聴室内に、介助者用の簡易椅子を設置しまし

たので、次の傍聴の際に御利用ください。 （議事課議事運営班）

② 傍聴席の階段が高すぎる。年配の県民は大変不自由を感じると思う。

検討してほしい。

③ 議場の作りが変ですね。議員がみえない。

④ 質問者は資料をみて話し、顔を見て話すので、その時のマイクへの声

が聞きとりにくい。ピンマイクにして欲しい。

議場全体のつくりや階段の段差、議場内音響システム等の議場内設備

の改修については、予算も伴うためすぐには対応できませんが、今後改

修を行う際の貴重な御意見として承ります。

なお、階段の昇降が不安な御高齢の傍聴者のため、議場出入り口付近

の最前列の傍聴席を「高齢傍聴者用優先席」として設置いたしましたの

で、次の傍聴の際に御利用ください。 （議事課議事運営班）

⑤ 議場において時計がないため、携帯の電源を切るのではなく、マナー

モードでもいいと思います。それか、時計を設置してほしい。

議場内における時計については、設置に向けて設置場所や表示方法等

を今後検討してまいります。 （議事課議事運営班）

⑥ 会派についてわかりやすく表記してほしい。

会派の表示につきましては、来る６月７日に県議会議員選挙が行われ

た後、新たな議員による会派が結成されますので、その際には、皆様に

わかりやすい表示になるようにしてまいります。

（議事課議事運営班）
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⑦ 質問、答弁のやり方がはっきり言ってムダ。時間が減った。説明者が

登壇するまでの時間がかかる。席が狭すぎて。

⑧ 代表・一般質問者の数を１日でやるには無理な状況と思う。働き方改

革の折、議員、県職員の拘束時間を短くすべし。執行部答弁は明確に答

えるべし。かみ合わない論議を重ね時間の浪費となっている。

代表・一般質問の実施方法（１日当たりの質問者数、持ち時間、質問

及び答弁方法など）の見直しにつきましては、議員が議会運営委員会等

で議論する事項になりますが、議会事務局としても御意見・御要望を踏

まえ、議員に対し適切に情報提供できるよう取り組んでまいります。

（議事課議事運営班）

⑨ 議員だけでなく、説明員も男性ばかりで、議会事務局席にも女性がい

ないのは問題視するべき。

御指摘の件につきましては、知事部局等に情報を提供するとともに、

議会事務局においても情報を共有してまいります。（議事課議事運営班）

⑩ 質問資料は配付されているが、答弁が前もって要点明らかなら、配付

できませんか。議員には前もって配付されていますか？そのレベルでも

可能なら委員会での「案件対応要旨」メモレベルで出してほしい。陳情、

請願の背景には多数の市民の切実な声、必要があります。それに耳を傾

け、委員会や県議会で真剣な検討／討論が出されたかを知る機会を持た

せてほしい。

答弁の要旨など答弁に関する資料については、議員及び議会事務局に

事前の配布はないことから、傍聴者の皆様に配付することはできません。

御了承ください。 （議事課議事運営班）

⑪ 資料のつづり方、裏面を見る際、折り曲げにくい。

傍聴者配付資料のつづり方（左側中央にホチキス１カ所のみ）につい

ては、傍聴者の皆様が資料を見やすいように見直してまいります。

（議事課議事運営班）
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⑫ 傍聴者にもＰＣ・スマホの使用を公式に認めてほしい。知事の発言の

内容や過去の記事などを調べたい。

傍聴席でのＰＣ、スマホの使用可否については、議員が議会運営委員

会等で議論する事項になりますが、議会事務局としても御意見・御要望

を踏まえ、議員に対し適切に情報提供できるよう取り組んでまいります。

（議事課議事運営班）

⑬ 議会の開始時間をもう少し考えてはどうでしょう。傍聴人が少ないの

におどろいています。土・日に開くとか夜の時間を利用する とか知恵を

だしてほしい。

いわゆる土日議会や夜間議会といった取り組みについては、議員が議

会運営委員会等で議論する事項になりますが、議会事務局としても御意

見・御要望を踏まえ、議員に対し適切に情報提供できるよう取り組んで

まいります。 （議事課議事運営班）

⑭ 傍聴人が少なすぎる。（記者含め３名）もっと案内すべき。

⑮ 新聞（タイムス・新報）に議会ページを記載（期間中）質問、答弁等

を県民に知らせてください。

議会の会期日程など議会活動に関する情報については、①議会ホーム

ページでのお知らせ、②新聞社等マスコミに対して情報提供を行ってお

ります。

ちなみに、議会ホームページにおいて、議会中継（生配信・録画配信）

を行っており、本会議や委員会の模様をスマートフォンなどでいつでも

どこでもごらんいただけるようにしておりますので、御活用ください。

（政務調査課法制広報班）

⑯ 県議会ｗｅｂサイトについて→県議会トップサイトから、詳細の各リ

ンク先を閲覧した後に、再度、県議会トップサイトに簡易に戻る事が出

来ると、より利用しやすくわかりやすいです。県民にひらかれ、信頼さ

れる県議会に期待しています。
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いただいた御意見を参考に、Ｗｅｂサイトの利便性の向上に努めると

ともに、今後とも県民に開かれた議会を目指してまいります。

（政務調査課法制広報班）

３ 知事部局等に関すること

① 知事の答弁をより具体的にしてほしい。

② 質問に対し、「具体的」答弁が少ないと感じました。もう少し具体性の

ある政策、答弁１を期待します。

③ 女性の役員が１人というのは問題。目指せ５：５へ。→まず 10人へ。
子ども生活福祉部長さん本人から聞かないで決めることがおかしいとは

思いませんか。

④ 沖縄県民の自立の為、新たに子ども達のすこやかな成長個性豊かなほ

まれある、自信にみちた人格、平和な国づくりを進めて人格形成に向け

て、頑張って頂きたいです。よろしくお願いいたします。

御意見をお寄せいただき、ありがとうございます。①から④までにつ

いていただいた御意見・御要望は、知事部局等に情報提供いたします。

（議事課議事運営班）
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