
　○会期 平成29年　9月定例会
　○本会議及び委員会傍聴人数 計142人
　○アンケート回答人数 87人　 (回答率61.3％)

＜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 45 51.7%
女性 30 34.5%
無回答 12 13.8%

計 87 100.0%

年齢
選択項目 人数 比率

20歳未満 35 40.2%

20歳代 4 4.6%

30歳代 4 4.6%

40歳代 8 9.2%
50歳代 12 13.8%

60歳代 15 17.2%

70歳代 7 8.2%

80歳以上 1 1.1%
無回答 1 1.1%

計 87 100.0%

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 76 87.4%
委員会 8 9.2%
無回答 3 3.4%

計 87 100.0%

沖縄県議会　傍聴者アンケート結果
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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 50 57.5%
2回～5回 18 20.7%
6回～9回 9 10.3%
10回以上 10 11.5%
無回答 0 0.0%

計 87 100.0%

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

46

地元選出議員の活
動を知りたいから

17

関心のある分野の
質問・会議だから

19

その他 19
計 101

※「その他」
・北部訓練場(高江)について、
どのように話し合われてるか
・学校の課題
・大学行事
・研修
・陳情提出

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 86 98.9%
できなかった 1 1.1%
無回答 0 0.0%
計 87 100.0%
※「できなかった」理由
・県庁本舎から入ってきたので、
入場までとまどった
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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
よく聞こえた 67 77.0%
聞こえにくかった 17 19.5%
無回答 3 3.5%

計 87 100.0%
※「聞こえにくかった」理由
・声が割れるような
・答弁は、部長の声がはっきりしない
繰り返しが多すぎる感じがする
知事の答弁がはっきり聞こえない部分がある
副知事も声が小さい
時には、議員の質問の内容に
答弁できていないような感じもある

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 58 66.7%

わかりにくかった 20 23.0%

無回答 9 10.3%

計 87 100.0%

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 46 52.9%
わかりにくかった 34 39.1%
無回答 7 8.0%

計 87 100.0%
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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 70 80.5%
役立たなかった 5 5.7%
その他 6 6.9%
無回答 6 6.9%

計 87 100.0%
※「その他」
・質問要旨に対する答弁は、理解できるとは
言いがたい
・資料なし、通告表のみ
・委員会で、資料がいつも貰えていない
本会議のように資料及び式次第、要旨がほしい

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 55 63.2%

見にくかった 23 26.4%

委員会の傍聴なの
で見ていない

5 5.7%

無回答 4 4.7%

計 87 100.0%
※「見にくかった」理由
・画面がクリアーでない
・少し画面がうすかったです
・名前が白くて見えづらい
・照明の関係か(見えづらい)
・右上の時間が見にくい、顔が見にくい
左側のスクリーンに議員席・答弁席も映してほしい

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 56 64.4%
普通 29 33.3%
悪かった 0 0.0%
無回答 2 2.3%

計 87 100.0%
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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 55
議員の質問内容 39
知事・部長等の答弁内容 48
議案の審議結果 16
意見書・決議の内容 9
採決時の賛否状況 6
請願・陳情の審議結果 10
委員会での審査状況 5
委員会の視察調査活動内容 6
その他 0

計 194

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

52

県民の多様な意見を行政に反映
させること

55

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

31

議会改革に取り組むこと 9
その他 3

計 150

※「その他」

・若者にもわかりやすくする
・あいまいな答弁が多い
｢検討します｣→どのような検討か具体的に示すこと
検討結果についても同様
・建設的な意見の交換(を望む)、パフォーマンスは不要
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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

ボード等を活用し県民にわ 【議事課議事運営班】

１
かりやすい質問にして欲し 傍聴者の方からいただいた御

い。論点整理が容易となり県 意見・御要望は、議長をはじめ、

民の理解が進むと思う。 全議員に配付いたします。

２
答弁へのやじはやめて欲し

い。

対立もいいが、県民視点を

３
忘れずに。大声を出せばいい

ということではないと思う。

議場は神聖な場である。

４
緊張感をもって対応して欲

しい。

米軍基地関係特別委員会で

の議員の発言で声が小さく聞

５ き取りにくい議員や意見陳述

が長い議員がいる。委員長が

注意すべきではないか。

陳情の中味をもう少し勉強

６ して欲しい。真剣味が足りな

い。

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

傍聴席から各議員の顔が見 【議事課議事運営班】

１ えない。スクリーンを使って 御指摘のありました点につい

議員の表情を写して欲しい。 て、スクリーンの表示を議員側

も映せるよう検討いたします。

警備の方はずっと立ちっぱ 警備員の配置はローテーショ

２ なしです。座ってもよいので ンで行っており、職務場所の移

はないでしょうか。 動により座る機会もあります。



【政務調査課委員会班】

資料の配付を希望する傍聴者

には、「沖縄県議会委員会傍聴

者への資料配付、閲覧及び複写

委員会で資料がいつももら 規程」により、個人または一団

えていない。本会議と同様に 体当たり５枚を上限に議会事務

資料及び式次第が欲しい。傍 局にて配付しており、また、こ

３ 聴人が少ないので議会への陳 れを超える場合は、行政情報セ

情等の要旨のコピー配付を希 ンターにて有料での複写が可能

望します。あるのとないので となっております。御意見を踏

は理解に差があると思う。 まえ、今後は委員会の傍聴券交

付場所に審査日程及び議案一覧

表を配置することとし、それ以

外の資料を希望される場合に

は、引き続き規程に基づき対応

いたします。

陳情書に対して具体的に答

弁（審議）してもらいたい。 傍聴者の方からいただいた御

４ 継続審査にはいつまでに返事 意見・御要望は、委員長を初め、

すると確約してもらえれば大 委員に配付いたします。

変ありがたいと感じた。

【政務調査課法制広報班】

議会改革推進会議では、18歳

もっと若者の興味を引くよ 選挙権を契機に、若者に政治へ

５ うなイベントがあればおもし の興味を持ってもらい、ひいて

ろいかもしれません。 は主権者としての意識熟成を図

るため、高校等へ出前講座を行

うことを検討しているところで

す。

議会中継の仕様が古すぎ 議会中継につきましては、現

６
る。スマホで見られないのが 在、過去の録画映像も含めて、

意味がないと思う。早急に改 スマートフォン等で視聴できる

善すべき。 よう検討しているところです。



３ 執行部に関すること

NO 御意見・御要望 対応について

再質問に対する答弁で、ま 【議事課議事運営班】

１
ずそうなことについては言葉 傍聴者の方からいただいた御

を濁らせて答弁することがあ 意見・御要望は、執行部に情報

り聞きづらかった。 提供いたします。

知事はもっと積極的に答弁
２
して欲しい。

基地問題等県政の大きな課

３
題については、知事や副知事

が答弁するべし。部長ももっ

と具体的に答弁して欲しい。

４
答弁に時間がかかりすぎ 【議事課議事運営班】

る。 傍聴者の方からいただいた御

知事はみずから答弁すべき 意見・御要望は、執行部に情報

５ である。総務部長や知事公室 提供いたします。

長の答弁が多すぎる。

執行部に確認したところ、病

前にも要望したが、病院事 院事業局長の席につきまして

業局長は特別職です。説明員 は、業務上関連のある保健医療

６ 席の配置は企業局長の隣へ移 部長と答弁を調整する必要もあ

動させるべき。次の議会まで ることから現在のような配席に

に改善を望む。 なっているとの回答がありまし

た。


