
沖縄県議会 傍聴者アンケート結果（令和３年９月定例会）

　○会期名 令和３年第８回議会
　○本会議及び委員会傍聴人数 計95人
　○アンケート回答人数 76人　 (回答率80％)

＜各アンケート項目の結果＞

Q１年齢を教えて下さい。

選択項目 人数 比率
20歳未満 0 0.0%
20歳代 3 3.9%
30歳代 11 14.5%
40歳代 18 23.7%
50歳代 17 22.4%
60歳代 13 17.1%
70歳代 12 15.8%
80歳以上 1 1.3%
無回答 1 1.3%

計 76 100.0%

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 67 88.2%
委員会 8 10.5%
無回答 1 1.3%

計 76 100.0%
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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 33 43.4%
2回～5回 24 31.6%
6回～9回 10 13.2%
10回以上 8 10.5%
無回答 1 1.3%

計 76 100.0%

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

43

地元選出議員の活
動を知りたいから

12

関心のある分野の
質問・会議だから

29

その他 7
計 91

※「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 72 94.7%
できなかった 3 4.0%
無回答 1 1.3%
計 76 100.0%
※「できなかった」理由
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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 65 85.5%
聞こえにくかった 6 7.9%
無回答 5 6.6%

計 76 100.0%
※「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 60 79.0%

わかりにくかった 7 9.2%

無回答 9 11.8%

計 76 100.0%

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 44 57.9%
わかりにくかった 20 26.3%
無回答 12 15.8%

計 76 100.0%
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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 66 86.9%
役立たなかった 1 1.3%
その他 1 1.3%
無回答 8 10.5%

計 76 100.0%
※「その他」

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 45 59.2%

見にくかった 15 19.8%

委員会の傍聴なので
見ていない

5 6.6%

無回答 11 14.5%
計 76 100.0%

※「見にくかった」理由

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 58 76.3%
普通 15 19.7%
悪かった 0 0.0%
無回答 3 4.0%
計 76 1
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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 30
議員の質問内容 47
知事・部長等の答弁内容 42
議案の審議結果 15
意見書・決議の内容 11
採決時の賛否状況 7
請願・陳情の審議結果 21
委員会での審査状況 8
委員会の視察調査活動内容 6
その他 2

計 189

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

40

県民の多様な意見を行政に
反映させること

53

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

30

議会改革に取り組むこと 20
その他 0

計 143
※「その他」

○コロナ過剰対策と、ワクチン接種の
中止を望む。
○コロナ対策飲食店だけではなく、飲
食店関連（酒屋、回収業など）が必要
では。
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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３年第８回議会：９月定例会） 

 
 貴重な御意見・御要望、誠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主な御意見・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 
 

  
＜本会議＞ 
① 沖縄県議会での中継を見ていましたが、某党の県議質問の仕方がとて

も高圧的で怖さを感じました。県民から選ばれた議員として品性ある態

度で質疑等を行ってほしいと思いました。中継は各国世界の人が見てい

るという意識をもって仕事をしていただきたくお願いします。 
② コロナ禍にもっと真剣に取り組んでほしい。 
③ 議長席前の大龍柱の向きを正面向きへの変更を検討願います。首里城

正殿も。向きに関して、新たな知見、資料が出ている。国の「技術検討

委員会」委員長達の勝手放題させてはいけない。 

県民が議論を交わすプラットホームも県が主体性をもって取り組んで

もらいたい。大龍柱を正面向きにして台石からおろして欄干に取り付け

ると美的にも素晴らしい正殿となります。 
④ ある議員の質疑の折、ある会派の方から私語が傍聴席まで聞こえた。

良識ある県議集団であってほしい。 
⑤ 演壇の龍柱の向きを正面向きへ検討願いたい。国の「技術検討委員会」

任せではいけません。県・議会の首里城再建に積極的に関わってもらい

たい。議員の皆様も、諸事案について県執行部から①国が検討するもの

と思う②国に要請しているとの答弁について、しっかりフォローアップ

してもらいたい。 
⑥ 今日は与党の代表質問を傍聴しました。県民のために何ができるのか

具体的な質問が多く、答弁も真摯なものだったと思います。 
質疑中の私語があり質問に集中できない場面があった。議長はきちん

と注意してください。 
⑦ 沖縄県議員の方々には、コロナワクチンは全員注射を受けられたでし

ょうか。知りたいです。 
⑧ そもそも政治は、人々の倖せづくり。コロナに関しても報道等であお

りすぎ。県はもっとコロナウイルス、そしてワクチンに対してもっと勉

強し、正しい情報を県民に開示していただきたい。そして経済→経済と

は、助くる者を救済する県議の皆さん県民と一体になって倖せづくりし

ませんか。 
⑨ 今後も適切な議会運営をお願いします。 
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⑩ 質問や答弁の最中、一部の議員からのやじ、小言及び罵声があった。

当該質問、答弁が聞きづらく支障が出ており、とても見苦しいので県民

の代表であるとの自覚の上、ぜひ自粛してもらいたい。 
⑪ ワースト１をずっと継続している状況ですが、議会は問い詰めるだけ

でなく自らの感染防止を提案してもらいたかった。例えば、よい事例を

するとか。台湾の事例等々。 
⑫ 県議の質問内容に異論はないが、感染防止の対案もあればなおいいと

思う。 
 
＜委員会＞ 

⑬ 陳情書に対する県執行部の答弁（回答）処理概要大龍柱の向き等で、

国の検討委員会での議論を見届けたい、見守りたいとするが、相手が言

うがままでよしとするのか。 
県執行部、県議として主体的にフォローアップして、さらに審議・議

論しているのでしょうか。権限がなくても陳情者の思いをくんで、対応

していただきたい。 
陳情者にも委員会で述べる機会を積極的に取り組んでもらいたい。 

⑭ 県民にとって身の上を話せる敷居の低い身近なものになってほしい。 
 

 
 
 
 
 

 
 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 
  ＜本会議＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（傍聴時の情報通信機器の使用について） 
① 撮影・録音ＯＫに、公開を。 
② 議事に関する資料を確認しようとｉＰａｄを開いていたら警備員に止

められた。禁止する理由が解らない。メディアだけが許されているのも

変。善処して欲しい。 
 
（大規模改修を伴うスクリーン・音響設備等について） 
③ 演壇の両側の龍柱が相対向きになっているのは誤っています。魔除け

の意味合いから正面向きです。首里城正殿大龍柱と共に正しく直すべき

です。 
④ 画面が白っぽくてぼやけている。はっきりしない。 
⑤ 答弁者の画面が小さすぎる。傍聴席からは実物の方がまだよく見える。 
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 ⑥ 画面が暗い。映りが良くない。鮮明度が悪い。 
⑦ 音響が最悪、声が聞き取り難い。 
⑧ 字幕を付けてほしい。 
 
（議場への案内・傍聴席について） 
⑨ 入口から議場まで来るのが迷路のようです。１階から５階にくるのも

大変でした。本当に分かりやすい道案内が必要です。 
⑩ 傍聴席、高齢者優先席のサインについて、テープが所々はがれていま

す。またシートに直接テープで貼りつけるのも良くないと思います。（前

議会のときから） 
 
（警備員の対応について） 
⑪ 入場する前にタブレット、スマホ禁止の説明を。 
 
（議会広報について） 
⑫ 本会議の傍聴をしました。沖縄県で起きていること、県が抱える問題

が分かりました。余裕がない方も多いと思います。生活に関わることを

知ることで自らの生活によいこともあると思います。県民の皆さんにＨ

Ｐ等で傍聴呼びかけをしてみてはいかがでしょうか。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

①について 

傍聴席における撮影・録音は、沖縄県議会傍聴規則第 15 条の規定によ

り禁止されております。            （議事課議事運営班） 

 

②について 

御意見について対応を検討した結果、 

「資料等の閲覧・参照のためのスマートフォン、タブレット等情報通

信機器類の使用については、これを許可する。」 

ことになりました。 

令和３年 11 月定例会から、本会議傍聴時における資料等の閲覧・参照

のためのスマートフォン、タブレット等の使用については認められます。 

ただし、スマートフォン、タブレットを使用した録画、撮影及び録音

に つ い て は 、 こ れ ま で 同 様 禁 止 で す の で 御 注 意 く だ さ い 。 

                       （議事課議事運営班） 

 

（③～⑧：大規模改修を伴うスクリーン・音響設備等について） 

 議場全体のつくりやスクリーン等の議場内設備、備品の改修等につい

ては、予算も伴うためすぐには対応できませんが、今後改修等を行う際

の貴重な御意見として承ります。        （議事課議事運営班） 
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（議場への案内・傍聴席について） 

⑨について 

 案内表示の方法を再検討し、改善していきます。  （総務課総務班） 

⑩について 

 案内表示の方法を変更しました（最後の頁参照）  （総務課総務班） 

 

（警備員の対応について） 

⑪について 

 傍聴受付の際に御説明するようにいたします。    （総務課総務班） 

 

（議会広報について） 

⑫について 

御意見をお寄せいただきありがとうございます。当議会としましても、

県民の皆様に開かれた議会を目指し、現在、本会議等の傍聴についてＨ

Ｐ上でご案内するのに加え、インターネットを活用した本会議等のライ

ブ中継や録画映像の放映、ツイッターを活用した議会の開催状況の情報

発信を行うなど、議会をより身近に感じていただけるよう努めていると

ころです。 

なお、昨今のコロナ禍の影響により、本会議等の傍聴については、傍

聴席を限らせていただくなど一定の制限を加えることに御理解と御協力

をお願いしているところです。       （政務調査課法制広報班） 

 

 ＜委員会＞ 
 
 
 
 

 
⑬ 傍聴席が少なめでした。もう少し、増やしていただけると安心して傍

聴できると思います。 
⑭ 資料の配付を願う（陳情番号ではなく、最低でも要旨）。傍聴者が少

ないのでぜひ検討をお願いします。 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

⑬について 

県議会のホームページでもお知らせしているように、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、令和２年11月定例会から委員会室の傍聴席を、

通常の 15 席から５席に減らしているところです。 

 委員会の傍聴券の発行を当日朝から受け付けておりますが、５名を超

えた場合は入室することができないため、できるだけ御希望に沿えるよ

う１階ロビーにモニターを設置して視聴していただいております。 

なお、県議会のホームページでは、インターネット中継によりリアルタ

イムで委員会を視聴することも可能となっております。 

（政務調査課委員会班） 
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⑭について 

 現在、傍聴者向けの資料は、閲覧用のファイルを傍聴者受付窓口及び

委員会室に設置しているほか、複写用（有料）として県庁２階の行政情

報センターに配架しているところです。 

無料での複写対応は、内規に基づき一人５枚まで行っていますので、

閲覧用のファイルから複写を希望するページを５箇所まで指定し、窓口

に御提示ください。 

５枚を超える場合は、恐れ入りますが行政情報センターにて複写依頼

（１枚 10 円）をしていただくようお願いします。 

   （政務調査課委員会班） 

 
 

３ 知事部局等に関すること 
 

  
＜本会議＞ 

① 各部長は発声練習、ボイストレーニングをしてください。ボソボソで

は困る。 

② 質問要旨について十分な回答が見受けられなかった。 

③ ＰＣＲ検査の陽性反応＝感染者ではないと厚生労働省では言っている

ことは御存知ですか。 

④ コロナに関しては去年よりコロナ感染者が増えているから対策を考え

るべき。医師の知識量に沖縄県民の命はかかっている。いろんな医師、

専門家がもっと聞いて正しい情報を県民に伝えてほしい。ベロみがき、

発酵食品を取るなど、便からコロナウイルスは出る、県民に新たな情報

伝えてほしい。 

⑤ コロナ感染症で亡くなっている人はこの１年半で300人にも満たない。

でも今年１～８月までですでに 500 人以上がなくなっている。これはど

うしてでしょうか。 

また若者の自殺が今年は最高になっていることに対しての対策はどう

なっているでしょうか。そこに関心はないのでしょうか。いろんな情報

を県の専門家が知らないようなのですごく残念です。 

⑥ 県のコロナ対策は、全く知識がないなとがっかりしました。本当に全

くわかっていない。残念です。ＰＣＲでの陽性はコロナだけが対応、本

当ですかね。免疫力ＵＰには腸内細菌を考えること→発酵食品ですよ。

ワクチンが最善ではないです。しかもワクチンによる死亡者も増えてま

す。人口動態がＲ２年２月以降ワクチン開始から増えてませんか。安全

性がはっきり分からないのを子供たちに接種するなんて。宮古で元気な

男性 19 歳が死亡なんて。あちらこちらで聞こえてきますよ。ちゃんと調

べようとしてますか。今、小学校ではハミガキ禁止になってます。本当

は口腔内をきれいにしなきゃいけないんじゃないですか。 

⑦ ＰＣＲ検査を縮小し抗原検査をメインにしてほしい。コロナワクチン
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の副反応の危険性をもっと県民に周知してください。重症化しない子供

に将来の安全性が不明なワクチンは必要なし。 

⑧ 知事部局の答弁が曖昧。執行部答弁であやふやな答弁が散見された。 

⑨ 高齢の親が中高年の子を支える「8050 問題」及び社会的孤立者（ひき

こもり）への地域支援体制においては、地域支援包括センターや各相談

窓口などの連絡先について、広報誌やメディアを通して周知する必要が

あると考える。 

 

＜委員会＞ 

⑩ 陳情書に対する県執行部の答弁（回答）処理概要大龍柱の向き等で、

国の検討委員会のでの議論を見届けたい、見守りたいとするが、相手が

言うがままでよしとするのか。 

県執行部、県議として主体的にフォローアップして、さらに審議・議

論しているのでしょうか。権限がなくても陳情者の思いをくんで、対応

していただきたい。 

⑪ 地球温暖化の取組について、ほかに優先事項があるので。そんなに財

源を今つかうべきではない。時期尚早。 

 
 

 
 
 
 

 
 御意見をお寄せいただき、ありがとうございます。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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