
沖縄県議会 傍聴者アンケート結果（令和２年６月定例会）

　○会期 令和２年　６月定例会
　○本会議及び委員会傍聴人数 計281人
　○アンケート回答人数 195人　 (回答率69.4％)

＜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 113 57.9%
女性 45 23.1%
無回答 37 19.0%

計 195 100.0%

年齢
選択項目 人数 比率

20歳未満 1 0.5%

20歳代 12 6.2%

30歳代 17 8.7%

40歳代 47 24.1%
50歳代 34 17.4%

60歳代 49 25.1%

70歳代 25 12.8%

80歳以上 7 3.6%
無回答 3 1.5%

計 195 100.0%

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 181 92.8%
委員会 3 1.5%
無回答 11 5.6%

計 195 100.0%
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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 99 50.8%
2回～5回 61 31.3%
6回～9回 16 8.2%
10回以上 17 8.7%
無回答 2 1.0%

計 195 100.0%

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

106

地元選出議員の活
動を知りたいから

89

関心のある分野の
質問・会議だから

54

その他 4
計 253

※「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 178 91.3%
できなかった 12 6.2%
無回答 5 2.6%
計 195 100.0%
※「できなかった」理由

○受付で資料がまとめられていな
かったので、手渡しに時間がかかって
いた。1人分づつセットして下さい。

○今日は選挙後の初議会
なので。
○業務上に関する質疑が

○２階で手続きが必要と言われて上
がったが、実際は必要なかった。
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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
できた 178 91.3%
できなかった 12 6.2%
無回答 5 2.6%

計 195 100.0%
※「聞こえにくかった」理由

○早口、部長の自席の答弁はマイクが遠い
○一部聞こえにくい方がいらっしゃいました。

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

よく聞こえた 143 73.3%

聞こえにくかった 36 18.5%

無回答 16 8.2%

計 195 100.0%

○早口、専門用語

○ききにくいところもあり、原稿よむだけとか。

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 153 78.5%
わかりにくかった 12 6.2%
無回答 30 15.4%

計 195 100.0%

○はぐらかしや意味不明な回答

○若干わかりづらい所もありました。

○音はよく聞こえたが、マスクごしなので
聞きとりにくい所もあった。

○コロナのため、マスクを使用している
からと思うが、一工夫ほしい。

○声が小さい、大きな声ではっきり答え
て欲しいです。（部長）
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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 157 80.5%
役立たなかった 5 2.6%
その他 7 3.6%
無回答 26 13.3%

計 195 100.0%
※「その他」
○タイムテーブルがほしい
○不足があった
○資料が足りなかった。

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 103 52.8%

見にくかった 65 33.3%

委員会の傍聴なの
で見ていない

2 1.0%

無回答 25 12.8%

計 195 100.0%
※「見にくかった」理由
○白っぽくて見えにくい
○もう少し大きいと見やすいです

○鮮度を上げて欲しい。ぼやけている。
○小さくて、はっきりしない

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 138 70.8%
普通 42 21.5%
悪かった 2 1.0%
無回答 13 6.7%

計 195 100.0%

○1人の人が目つきがとてもわるい

○スクリーンは明るいところでは見づら
い。LEDにすべき

○説明員席（傍聴者席）のミスプリントの
問い合わせへの対応
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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 105
議員の質問内容 134
知事・部長等の答弁内容 125
議案の審議結果 24
意見書・決議の内容 13
採決時の賛否状況 13
請願・陳情の審議結果 17
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 0

計 444

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

124

県民の多様な意見を行政に反映
させること

126

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

86

議会改革に取り組むこと 21
その他 0

計 357

※「その他」

○県民の生命・財産を守る、国と県と
の協力連携が重要。
○県民（特に子どもたち）が希望を持
てる政治
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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４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 議員質問において、冒頭の余計なアイサツは不要。円滑な進行を求む。

② 昨日は、ＯＣＮで傍聴しましたが、あまりに品位を欠く恫喝まがいの

質問は見苦しかった。色々な意見はあると思うが、もう少し品位を持っ

て質問してほしいし議長から注意があっても良いと思った。

③ 議会は執行部の所属機関ではない。採決においては与党・野党の立場

と関係なく高い見識のもと判断するべきである。情実行政は厳しく排除

すべきである。公平・公正を旨として議員として誇りをもって質の高い

品格での行動を求めたい。県議である前に、日本国民で在り沖縄県民で

あるとの当然の認識を自覚しつつ、日々の活動に責任を負うべきである。

④ 県民全ての利益に資する運営を切に望みます。

⑤ 質問の時、恫喝まがいの映像をネットで見て、この眼でみて聞いてみ

たいと思い、来てみました。恫喝する姿勢は政治家として県議会議員と

して許せません。

⑥ 多くの県民が傍聴してほしい!!見て聞いて、いろいろな事がわかった。
⑦ 質問内容を事前に知り、興味あり気になる内容だったので傍聴しまし

たが、もう少しつっこんだ話が聞けたらと思いましたが、時間関係上む

ずかしいかなと思いました。

いただいた御意見・御要望は、議長を初め、全議員に周知してまいり

ます。 （議事課議事運営班）

２ 議会事務局に関すること

① 傍聴席が暑い。マスク着用義務もあるのでクーラー温度を下げてほし

いと思いました。長時間着席者には暑いです。
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６月定例会の会期中、クーラーは最大出力で稼働させていたのですが、

例年に比べ30℃を超える高温の日が続いたことや、新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、窓を開け換気をしていた関係もあり、室温が高く

なったものと考えております。

傍聴に際し、議場内が暑かったことについては御迷惑をおかけしまし

たが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、当分の間、同様の

傾向が続くものと思われます。御理解のほどよろしくお願いいたします。

また、インターネットでの視聴や議会棟１階に設置したモニターでの視

聴も併せて御活用いただくよう御協力のほどよろしくお願いいたします。

（議事課議事運営班）

② 議員の言葉が不明瞭。モニター画面に発言内容が出ると良い。

③ 傍聴席から議員席も見えるようにあってほしい。

④ スクリーンの議員が見にくかった。

⑤ 傍聴席に座っていて、非常に声が聞きづらい。議場全体に響いている

感じで重要な部分が詰まって聞こえる。

⑥ 大型スクリーンについて鮮明出なく遠い為、できれば議場サイド傍聴

者に見やすい様両サイドの設置を望みます。

議場全体のつくりや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。 （議事課議事運営班）

⑦ コロナ対策！傍聴者の体温チェックは？

⑧ ウイルス対策アルコールおいてほしい。

傍聴を含め議会棟に入る際に、１階入り口において来訪者全ての方を

対象に検温及びアルコール消毒液による手指消毒を実施しておりますが、

今後も実施の徹底に努めてまいります。 （議事課議事運営班）

⑨ 議長は男性議員は「君」女性議員には「さん」とよんでいたが、「さん」

に統一したらどうか。通告の名前にもそうなっているか？統一して欲し

い。

⑩ 男性を“くん”、女性を“さんで呼び、あまつさえ言い直したりするの

は前時代的です！
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聞いた印象としての御意見だと思われますが、議員の呼称としての

「君」は、「尊敬すべき目上の人などにつけて呼ぶ敬称」（広辞苑第７版）

として用いているものであり、議長が議員または説明員に対し敬意を持

って呼称していることを意味しております。 （議事課議事運営班）

⑪ 説明員席だけでなく、議員の配席図ををつくってもらいたい。

⑫ 「説明員席」のプリント中、ミスの箇所があった。

⑬ 議席配置図は傍聴席から見た図にして欲しい。

⑭ 質問通告表の資料が全部そろってなく、きちんとそろえてもらいたい

御指摘の件につきましては、今後配付漏れや誤謬等がないよう確認を

徹底してまいります。また、傍聴者から見た議席配置図の配付について

も次の定例会から行うようにいたします。 （議事課議事運営班）

⑮ ＳＮＳの積極的活用による情報発信。

コミュニティーＦＭでの県議会専門チャンネルの設置と放送。

貴重な御意見をお寄せいただき、ありがとうございます。今後の参考とさせ

ていただきます。

当議会ではこれまで、ホームページやケーブルテレビ、インターネットを活用

したライブ中継、録画放映などにより、議会活動に関する情報を発信している

ところですが、より県民の皆様に議会の活動を知ってもらえるよう、更なる情報

の発信に努めてまいります。

（政務調査課法制広報班）

３ 知事部局等に関すること

① 安全確保について知事はしっかり応えよ。

② 答弁が、早口で聞きとりにくい。答弁者の声が全体的に小さい。

③ 質疑に対して、回答があやふやな部分がある。時間が限られているの

で、直決な回答が聞きたかった。県民の為にきちんと目に見えるに良く

していってもらいたい。

④ 質問に対して県側が誠実にお話に応えているとの印象でした。それが

実際の行政に活かされてほしいと思います。

⑤ スピーディに、積極的に、行政はとりくんでほしい。保留（検討しま
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す）との答弁が多いことにショックでした。米軍のコロナ会議対応など、

この温度差は？

⑥ コロナ対策についての質問が多いと思いますが、各市町村に県として

のコロナ対策のガイドラインを作成し、配付していただきたい。現実、

空港からすでに入県してしまった人に対し（宿泊ホテル・民泊等、飲食

店等）に熱がある人に対し具体的に対策ガイドラインを決めていただき

たい。

⑦ キャンプキンザー返還⇒埋め立てする経済優先の場面、議員の質問は

わかりやすかったが、県の担当者の回答はわかりづらかった。種苗法改

正についても県の担当者の回答は具体的ではなくわかりづらかった。

⑧ 質問通告がうまく調整されているのでしょうか？もう少し簡潔な議論

をして欲しいです。

御意見をお寄せいただき、ありがとうございます。①から⑧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）


