
沖縄県議会 傍聴者アンケート結果（令和元年11月定例会）

　○会期 令和元年　11月定例会
　○本会議及び委員会傍聴人数 計102人
　○アンケート回答人数 72人　 (回答率70.6％)

＜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 43 59.7%
女性 16 22.2%
無回答 13 18.1%

計 72 100.0%

年齢
選択項目 人数 比率

20歳未満 6 8.3%

20歳代 3 4.2%

30歳代 7 9.7%

40歳代 14 19.4%

50歳代 16 22.2%

60歳代 15 20.8%

70歳代 11 15.3%

80歳以上 0 0.0%
無回答 0 0.0%

計 72 100.0%

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 68 94.4%
委員会 2 2.8%
無回答 2 2.8%

計 72 100.0%
・次回の傍聴には万全を考えていま
す
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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 38 52.8%
2回～5回 15 20.8%
6回～9回 4 5.6%
10回以上 14 19.4%
無回答 1 1.4%

計 72 100.0%

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

37

地元選出議員の活
動を知りたいから

20

関心のある分野の
質問・会議だから

19

その他 9
計 85

※「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 70 97.2%
できなかった 0 0.0%
無回答 2 2.8%
計 72 100.0%

・本会議の様子を知りた
かったため

・授業

・宮崎県議会から沖縄県の調
査（八重山方面）に来ました

議会・議長訪問に併せて、本
会議を傍聴
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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 58 80.6%
聞こえにくかった 11 15.3%
無回答 3 4.2%

計 72 100.0%
※「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 53 73.6%

わかりにくかった 9 12.5%

無回答 10 13.9%

計 72 100.0%

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 36 50.0%
わかりにくかった 25 34.7%
無回答 11 15.3%

計 72 100.0%
※「わかりにくかった」理由

・（一般質問２日目）最初の大浜さん、言
葉が不明確

・ちゃんと答えてほしい！！ウソはダメ
・人による
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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 51 70.8%
役立たなかった 2 2.8%
その他 1 1.4%
無回答 18 25.0%

計 72 100.0%
※「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 41 56.9%

見にくかった 14 19.4%

委員会の傍聴なの
で見ていない

2 2.8%

無回答 15 20.8%

計 72 100.0%
※「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 52 72.2%
普通 8 11.1%
悪かった 0 0.0%
無回答 12 16.7%

計 72 100.0%

・一覧表のみでした

・明るくとんでいる
・小さいと思う、表情がわからない
・議員準備のパネル等をアップして映し
てほしい
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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 36
議員の質問内容 41
知事・部長等の答弁内容 35
議案の審議結果 9
意見書・決議の内容 3
採決時の賛否状況 1
請願・陳情の審議結果 7
委員会での審査状況 4
委員会の視察調査活動内容 2
その他 0

計 138

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

43

県民の多様な意見を行政に反映
させること

35

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 7

その他 2

計 117

※「その他」

・談合や不正な支出が無いように願う
・行政改革
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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

○ヤジがうるさい。答弁が聞こ 【議事課議事運営班】

えない。 御意見をお寄せいただき、あり

がとうございます。

１ ○自分の選挙区についての質問 いただいた御意見・御要望は、

だけでなく県民全体の問題に目 議長を初め、全議員に周知いたし

を向けてほしい。 ます。

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

○補聴設備（呼び名があると思 【議事課議事運営班】

いますが）８カ所ある中で２、 点検いたしましたところ、設備

３カ所故障していると思いま の故障ではなく、モノラルのため、

す。設備点検して下さい。利用 ステレオイヤホンでは片側からし

者にとっては大いに効果があり か聞こないようになっております。

１ ます。 そのため、両方で聞けるようにす

るためのプラグを発注しておりま

すが、納品が令和２年３月末ごろ

になる見込みです。

○県議会の敷地内は禁煙になっ 【総務課総務班】

ていないのでしょうか、県職員 改正健康増進法において「敷地

の多数が喫煙しています。改善 内禁煙」となっているのは行政棟

を望みます。 （県庁舎）のみであり、県議会棟

は含まれておりません。現在のと

２ ころ、「建物内禁煙」の扱いとして

おります。なお、県職員について

は、休憩時間以外は喫煙しないよ

う周知徹底を行っているところで

す。
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NO 御意見・御要望 対応について

○前にもアンケートに書いた 【議事課議事運営班】

が、代表質問、一般質問の日程、 代表・一般質問の日程につきま

氏名の新聞掲載が遅くて傍聴日 しては、前定例会の最終本会議前

程が組みにくい。議会運営委員 日の議会運営委員会で次定例会会

会からの事務局への報告が遅い 期日程（見込み）を提示後、県議

というが、委員会を早めること 会のホームページ等に掲示してお

はできないか。 ります。また、質問者氏名につき

３ ましては、代表・一般質問通告締

め切り日（代表質問初日のおおむ

ね５日前及び一般質問初日のおお

むね６日前）に県議会のホームペ

ージ等に掲示しております。

なお、議会運営委員会からの報

告とは関連しておりません。

○一般聴衆に携帯電話ＯＦＦを 【議事課議事運営班】

強く要求しながら、ある記者が 傍聴人の携帯電話の持ち込みに

スマートホンをいじっていたに 関しては、平成 26 年の沖縄県議会
もかかわらず、警備員は「マス 傍聴規則の一部改正により、持ち

コミはＯＫ」といって注意しま 込みを禁止する規定から使用を制

せんでした。他の記者はＰＣを 限する規定に改正しております。

持ち込み、スマホの電源を切っ 傍聴の際には、電源を切るか、マ

てルールどおりに作業をしてお ナーモードに設定するようお願い

り、マスコミに特例を認める正 しているところですが、警備員の

４ 当性はないと考えます。記者に 注意の仕方が適切でなかったので

もルールを適用するか、聴衆に あれば、おわび申し上げます。

も通話撮影以外の通信を認める なお、マスコミ関係者につきま

べきと思います。議会の見解を しては、取材した内容を送信する

求めます。 際などに情報通信機器類が必要と

なることもあることから、使用を

認めておりますが、ご指摘のよう

な報道とは関係のない使用につい

ては慎むよう注意喚起してまいり

ます。

○インターネットで議員席の映 【政務調査課法制広報班】

像を中継してほしい。 当議会のインターネット中継は、

５ 議員の質問とそれに対する県執行

部の答弁をご覧いただくことを目

的に行っております。
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NO 御意見・御要望 対応について

○ HP に情報をどんどんアップ 【政務調査課法制広報班】

していただきたい。 当議会では開かれた議会を目指

し、平成 31 年から委員会視察調査
報告書や要請議員団報告書を、ま

た、今年からはＨＰを一部リニュ

６ ーアルして最新の議会の情報を掲

載しております。

今後ともホームページを活用し

て県民の皆様に様々な情報の提供

に努めてまいります。

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

○毎回、同じ項目の質問に誠意 【議事課議事運営班】

のない回答の仕方が目立つ。最 御意見をお寄せいただき、あり

終的には与党の数にたよりすぎ がとうございます。

ている感があり、実りある回答 いただいた御意見・御要望は、

１ となってないと思う。マスコミ 知事部局等に情報提供いたします。

受けするようなパフォーマンス

も見受けられる。堂々めぐりの

回答、執行部こそ改革をすべし。


