
沖縄県議会 傍聴者アンケート結果（平成31年　２月定例会）

　○会期 平成31年　２月定例会
　○本会議及び委員会傍聴人数 計167人
　○アンケート回答人数 93人　 (回答率55.7％)

＜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 54 58.1%
女性 25 26.9%
無回答 14 15.1%

計 93 100.0%

年齢
選択項目 人数 比率

20歳未満 3 3.2%

20歳代 8 8.6%

30歳代 11 11.8%

40歳代 17 18.3%
50歳代 14 15.1%

60歳代 19 20.4%

70歳代 16 17.2%

80歳以上 5 5.4%
無回答 0 0.0%

計 93 100.0%

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 80 86.0%
委員会 13 14.0%
無回答 0 0.0%

計 93 100.0%

男性

女性

無回答 男性

女性

無回答

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

無回答
20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

無回答

本会議

委員会

無回答

本会議

委員会

無回答

1



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 38 40.9%
2回～5回 33 35.5%
6回～9回 6 6.5%
10回以上 15 16.1%
無回答 1 1.1%

計 93 100.0%

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

55

地元選出議員の活
動を知りたいから

16

関心のある分野の
質問・会議だから

37

その他 7
計 115

※「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 90 96.8%
できなかった 2 2.2%
無回答 1 1.1%
計 93 100.0%
※「できなかった」理由
・ロビーのエレベーターに乗ってしまったた
め（スムーズに入場できなかった）

・県庁３階より来庁した為、５階で迷った、
中央エレベーター利用時にも傍聴席にた
どりつけるように案内板等が設置できない
のか

・県民の代理、代表を任され
ている県職員、議員、知事等
が、調和とれて正しく、豊かな
社会構築に向けて、偏ったイ
デオロギーにとらわれず、きち
んと皆で活気ある審議してい
るかを確かめたくて来た
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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
よく聞こえた 76 81.7%
聞こえにくかった 13 14.0%
無回答 4 4.3%

計 93 100.0%
※「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 69 74.2%

わかりにくかった 14 15.1%

無回答 10 10.8%

計 93 100.0%

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 47 50.5%
わかりにくかった 32 34.4%
無回答 14 15.1%

計 93 100.0%
※「わかりにくかった」理由

・ちょっとマイクの音がクリアーだと良い
（やや音がわれる）

・もっと具体的答弁が必要
・ストレートな回答ではなく、まわりくどい
弁舌多い
・声が小さい、早口で聞き取れない職員
がいた
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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 65 69.9%
役立たなかった 6 6.5%
その他 7 7.5%
無回答 15 16.1%

計 93 100.0%
※「その他」
・（資料が）不足だった（委員会）
・すべての資料がほしかった（委員会）
・配付資料は項目案のみ、評価できない

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 53 57.0%

見にくかった 16 17.2%

委員会の傍聴なの
で見ていない

9 9.7%

無回答 15 16.1%

計 93 100.0%
※「見にくかった」理由
・もやがかったみたいにうすかった

・光、画面の色(が見えにくかった)

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 65 69.9%
普通 16 17.2%
悪かった 0 0.0%
無回答 12 12.9%

計 93 100.0%
・初めての傍聴者には受付が分かり難い

・明るくて見えにくい、スクリーンのところ
だけ暗くできないか？
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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 54
知事・部長等の答弁内容 65
議案の審議結果 12
意見書・決議の内容 9
採決時の賛否状況 7
請願・陳情の審議結果 16
委員会での審査状況 10
委員会の視察調査活動内容 5
その他 2

計 226

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

59

県民の多様な意見を行政に反映
させること

60

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

34

議会改革に取り組むこと 16
その他 2

計 171

※「その他」

・ほんとうに先を見て協調し、審議し、
良い結果を出しつづけているか

・県民の意見を聞くことも大事だが、
関係者諸氏がほんとうに有能であれ
ば、先を見て議案を提案し、先へ先へ
と実行に移すことです

・議会運営の効率化や、より建設的な
議論
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御意見・御要望

１ 議員に関すること

NO 御意見・御要望 対応について

○議員のヤジがうるさい。 【議事課議事運営班】

御意見をお寄せいただき、あり

○議会をインターネットでも傍 がとうございます。

聴席でも聞いていますが、議員 いただいた御意見・御要望は、

の皆さんの聴く態度が気になり 議長を初め、全議員に周知いたし

ます。自分の党ではない人の質 ます。

問時間に、同じ党派で話をして

いますが、その声が大きくて、

質問を聴いている人にとっては

雑音でしかありません。聴く姿

勢、人としての基本です。県民

の代表である意識を持って真剣

に議会への参加をお願いしま

す。ヤジる事＝仕事をしている

とは思えません。正直議員のレ

１ ベルを疑います。

○常々思うのですが、他議員の

質疑応答・答弁にヤジやブーイ

ングを出すのはいいのですが、

ある程度の節度と品格を忘れず

に。

○いつもヤジをとばす議員、も

っと品性が必要。勉強しなさい。

市民の税金を給料として受け取

っているのでしょう。

○与野党関係なく共通したこと

は、認めるべきです。



7

２ 議会事務局に関すること

NO 御意見・御要望 対応について

○私は、生まれつき耳が不自由 【議事課議事運営班】

です。本日、傍聴しに来たので 御意見・御要望のことについて

すが手話通訳がなく、とても残 は、大変御不便をおかけしており

念でした。大型スクリーン等を ます。

使用し、手話通訳を取り入れて 現在手話通訳を実施しておりま

ほしい。 せんが、今回の御要望を踏まえ、

○今回、難聴の友人がせっかく その実現に向けて今後、予算措置

１ 傍聴しに来たものの、手話通訳 や実施方法等について検討してい

がないためにまったく分からな きたいと考えております。

かったとの事。大型スクリーン

の活用方法を手話通訳を映すと

もっと、傍聴に来た耳に障害が

ある人にも伝わるのではない

か。ぜひ取り入れてほしい。

○議会広報について、傍聴施設、 【政務調査課法制広報班】

入退室、議会日時…県民に周知 議会活動の広報については、情

度が低い。傍聴に来た者だけの 報が時間的、空間的制約を受けず

アンケートをホームページに載 幅広い世代に迅速に行き届くよう、

せても見る人はどれだけでしょ ①議会ホームページへの掲載、②

うか。議会棟表門の道路通行で 議会庁舎案内板への掲示、③新聞

読み通れる形で、掲示板を立て 社やケーブルテレビ会社などマス

てほしい。「本日の議会日程、 コミ各社への情報提供、などによ

２
質問議員名」を記せば、傍聴率 り行っております。

は倍増すると思います。 また、県議会では、インターネ

ットを活用したライブ中継や録画

放送を行い、スマートフォンなど

から、いつでも、どこでも本会議

や委員会の模様をごらんいただけ

る環境を整えることにより、傍聴

者サービスの向上に取り組んでい

るところです。

○インターネット中継を、どの 【政務調査課法制広報班】

ブラウザ、OS、スマホ、タブレ インターネット中継については、

ットでも見れるようにしてほし プラグインを要さない Google
３ い。特殊なプラグインによる動 Chromeや Firefoxなどの各種 OSに

作を改善してほしい。 加え、スマートフォンやタブレッ

トからもごらんいただける環境を、

平成31年４月１日から整えました。
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＜委員会＞ 【政務調査課委員会班】

○傍聴者が審議内容を理解でき 資料の配布を希望される傍聴者

るよう配布資料の充実を求め には、「沖縄県議会委員会傍聴者へ

る。 の資料配布、閲覧及び複写規程」

により、個人または一団体当たり

５枚を上限に議会事務局にて配付

しており、また、これを超える場

合は、行政情報センターにて有料

４ での複写が可能となっております。

なお、委員会の審査日程及び議

案一覧表については、委員会の傍

聴券交付場所（議会棟２階議会事

務局議事課）に配置しており、御

自由にお取りいただけます。

今後も来ていただいた傍聴者の

皆様には、審査等の内容をよく理

解していただけるよう、引き続き

取り組んでいきたいと思います。

３ 知事部局等に関すること

NO 御意見・御要望 対応について

○野党の質問に対する執行部の 【議事課議事運営班】

答弁が通らずに一つの質問に時 御意見をお寄せいただき、あり

間がかかり、中断（15分休憩） がとうございます。

があった。他の議員の質問が聴 いただいた御意見・御要望は、

きたかったので、執行部の答弁 知事部局等に情報提供いたします。

統一は必要。

１
○応答がもっと具体的に欲し

い。答えが県民が必要とするの

にあまりにもそっけない答弁で

あった。

＜委員会＞

○説明・答弁に聞き取りにくい

部分があった。


