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比 嘉 瑞 己  

國 仲 昌 二  

仲宗根   悟  

 

 

   沖縄県議会高校出前講座（沖縄県立那覇商業高等学校定時制課程） 

   派遣議員団報告書 

 

 

 みだしのことについて、別紙のとおり報告します。 
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別紙 

   沖縄県議会高校出前講座（沖縄県立那覇商業高等学校定時制課程） 

   派遣議員団報告書 

 

１ 派遣議員 

新 垣 淑 豊    比 嘉 京 子    比 嘉 瑞 己 

國 仲 昌 二    仲宗根   悟           （計５人） 

 

（随行職員） 

県議会事務局政務調査課長補佐   比 嘉 ゆかり 

県議会事務局政務調査課主 幹   大 原 千 佳 

県議会事務局政務調査課主 任   嶺 井 康太郎 

 

２ 派遣目的 

  開かれた県議会を実現し、生徒に県議会及び議員への親近感と将来の主権

者としての政治参加意識の醸成を図るため、県議会議員を高等学校等に派遣

して、県議会の仕組みや役割などを分かりやすく説明し、質疑応答や意見交換

など生徒との対話の機会を設ける。 

 

３ 派遣期間 

  令和４年 11月 25日（１日） 

 

４ 派遣場所 

那覇市（沖縄県立那覇商業高等学校定時制課程） 

 

５ 派遣日程 

令和４年 11月 25日 金曜日 

時 間 行 程 

18:30 県議会棟（議会バス） 発 

18:45頃 県立那覇商業高等学校 着 （会場設営：事務局職員） 

19:05 
高校出前講座 開講 

議員による自己紹介 

19:08 

（５分間） 

１．議会を学ぼう！ 

代表議員（新垣淑豊）による県議会の概要説明 

19:13 

（２分間） 

２．みんなで探る・考える（請願・陳情作成体験） 

代表議員（同）による請願・陳情制度の説明 
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19:15 

（25分間） 
請願・陳情グループワーク 

19:40 

（15分間） 

各グループ発表 

グループの代表１名から発表、議員から一言コメント 

19:55 閉講 

20:00 県立那覇商業高等学校（議会バス） 発 

20:15 県議会棟 着 

 

６ 成果 

  沖縄県議会高校出前講座の成果については、開催の前後に参加生徒にアン

ケート調査の結果（別添「沖縄県議会高校出前講座（沖縄県立那覇商業高等学

校定時制課程）事業調査結果」）を参照 

 

７ 議員所感 

 (1) 新垣淑豊（沖縄・自民党） 

  今回の陳情・請願の作成というアプローチはとてもよかったと思います。事

前の学習メニューもしっかりとなされていたので、当日の運営もスムーズに

行われました。 

  しかし、時間は 50分と少し短く、慌ててしまいました。また、議会の説明

は手元の資料に加えて特大型ボードまたはプロジェクターでの投影などでき

たらよいと思いましたので、設営もさらにブラッシュアップできればと感じ

ました。 

 

 (2) 比嘉京子（てぃーだ平和ネット） 

  私はこれまで高校出前講座を４回経験しているが、定時制の高校生に対し

ては初めての経験であり楽しみであった。 

 １．事前の取組 

  ① 今回、議会事務局作成のリーフレットは、県議会の役割、委員会、県議

の紹介など分かりやすい説明資料となり大変よかった。 

  ② 事前に生徒から関心を持っている施策、疑問に思っている社会的事象、

解決したい課題など前もって提案されたのはよかった。 

  ③ ②を踏まえ、私のほうもそのテーマに関連する資料など準備すること

ができた。 

 ２．講座について 

  ① 講座の冒頭に議員を代表してリーフレットを見ながら議会について解
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説したことはよかった。 

  ② リーフレットには、講座の目的である陳情書の作成の手順が記されて

いて学習の展開がスムーズであった。 

  ③ 今回の出前講座で最も苦心したことは、時間的制約がある中で一人一

人に発言してもらうまでに時間を要したことであった。 

 ３．課題 

  １コマの授業では無理がある、と思いました。 

 

 (3) 比嘉瑞己（日本共産党沖縄県議会議員団） 

  「交通安全」をテーマにグループ６人で陳情書を書くことになった。当初は

なかなか発言が出てこなかったが、１人の生徒が発言すると、参加者全員が発

言した。最初の一言が出るまでの雰囲気づくりに苦労した。生徒一人一人は自

ら考える力を持っている。こちらから課題を与える手法よりも、生徒側から具

体的課題を見つけ、県議会に働きかける方法はないだろうか。県立学校のクー

ラーが稼働していない問題について、実際に政治を動かした事例もある。こう

した事例を紹介して、生徒自身の気づきをサポートする企画もいいのではな

いか。 

 

 (4) 國仲昌二（立憲おきなわ） 

  陳情書作成の最初のテーマを決めるのに時間がかかった。テーマを決めた

後も議論に集中して参加する人とそうでない人がいて話を振るのに苦労し

た。一部の人が議論を進めたが、最後には全員に確認して問題解決まで行くこ

とができた。全日制とは違う雰囲気があったが、年代は同世代だったので、特

に違和感なく進めることができた。 

  参加者が少しでも県議会に関心を持ってもらえたらうれしいです。 

 

 (5) 仲宗根悟（おきなわ南風） 

  那覇商業高校定時制へ参加した。５名の議員参加で各グループに分かれ、請

願・陳情書の作り方を行なった。私の担当するグループは生徒３人で定時制特

有の働きながらの生徒で年齢も幅広く、それぞれの年代の意見が聞けた。「県

民生活向上について」のテーマの中から、野生生物の生活環境に与える影響

「カラスの被害対策に関して」を題材に、どのようなことが困っているのか、

どう改善してほしいか等を生徒たちと進めた。 

  限られた時間ではあったが、まとめることができた。グループで完成させた

いとの意気込みがよく伝わってくるような真剣で取り組んでいたのが印象的

だった。私自身もいい経験ができた。 

以上 
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別添 

   沖縄県議会高校出前講座（沖縄県立那覇商業高等学校定時制課程） 

   事業調査結果 

 

１ 調査の概要 

 (1) 実施期間 

    ① 事前調査   令和４年 11月 14日から同月 17日まで 

    ② 事後調査   令和４年 11月 18日から 12月２日まで 

 (2) 調査対象 

    生徒 47名（うち事前調査回答者 13名、事後調査回答者 15名） 

 (3) 調査方法 

    沖縄県電子申請システムによる電子アンケート調査 

 (4) 回答方式 

    無記名、多肢選択式（一部設問については自由記述方式） 

 

２ 調査結果 

 (1) 日常生活及び地域社会における問題の発見と解決 

   ① 調査の趣旨 

     本調査項目では、生徒が日常の生活や地域社会で暮らしていく中で、

解決すべき問題が存在し、その問題を認識しているか、及びその問題を

主体的に解決するために自らがどのような行動を取るのかを調査する

ものである。 

 

   ② 設問、回答選択肢及び結果 

    Ｑ１（事前調査） 日常の生活や地域社会の中で、「なぜ、このままな

のだろう」「なぜ、こうなっているのだろう」「こうしたらいいの

に」と思うことはありますか。 

回答選択肢 事前調査（n=13） 事後調査（n=15） 

よく思う ３（23.1％） 

（調査項目なし） 
たまに思う ９（69.2％） 

あまり思わない １（ 7.7％） 

思わない ０（ 0.0％） 

    ※ 括弧内の％は回答者数（n）に占める選択者数の割合である。 
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    Ｑ１（事後調査） 日常の生活や地域社会の中にある問題（自分自身

が困っていることや、周りの人が困っていること）について、

出前講座を受ける前より興味が湧きましたか。 

 

回答選択肢 事前調査（n=13） 事後調査（n=15） 

これまでも興味があっ

たがより興味が湧いた 

（調査項目なし） 

６（40.0％） 

これまでの興味の程度

とかわらない 
４（26.7％） 

これまで興味がなかっ

たが興味が湧いた 
４（26.7％） 

以前とかわらず興味は

ない 
１（ 6.7％） 

    ※ 括弧内の％は回答者数（n）に占める選択者数の割合である。 

 

    Ｑ２ 日常の生活や地域社会の中で感じた問題（自分自身が困ってい

ること、周りの人が困っていること）を解決したいと思ったとき

に、あなたはどのような行動をしますか。（複数選択可） 

回答選択肢 事前調査（n=13） 事後調査（n=15） 

友だちと話す ８（61.5％） ８（53.3％） 

身近な大人（先⽣、親、

アルバイト先など）と話す 
６（46.2％） 10（66.7％） 

⾃治会、公⺠館、市町村

役場や県庁に相談する 
０（ 0.0％） １（ 6.7％） 

議会・議員に相談する ０（ 0.0％） ０（ 0.0％） 

ＳＮＳで発信する ０（ 0.0％） ２（13.3％） 

何もしない ３（23.1％） １（ 6.7％） 

    ※ 括弧内の％は回答者数（n）に占める選択者数の割合である。 

 

    Ｑ３ Ｑ２にあるような行動が、日常の生活や地域社会の中の困った

ことを解決するためのきっかけになると思いますか。 

回答選択肢 事前調査（n=13） 事後調査（n=15） 

よく思う ３（23.1％） ９（60.0％） 

思わない ３（23.1％） １（ 6.7％） 

分からない ７（53.8％） ５（33.3％） 

    ※ 括弧内の％は回答者数（n）に占める選択者数の割合である。 

 (2) 県議会への参加による問題の解決 
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   ① 調査の趣旨 

     本調査項目では、生徒が沖縄県議会高校出前講座を通して、日常の生

活や地域社会で暮らしていく中で、解決すべき問題を主体的に解決す

るために自らが県議会に参加する方法を理解することができたかを調

査するものである。 

 

   ② 設問、回答選択肢及び結果 

    Ｑ４ 日常の生活や地域社会の中の「困ったこと」を県議会に伝える方

法は次のうちどれだと思いますか。（複数選択可） 

回答選択肢 事前調査（n=13） 事後調査（n=15） 

請願書・陳情書（住⺠な

どの意⾒や考えを伝え

る⽂書）を議会に提出する 

10（76.9％） 12（80.0％） 

県議会議員選挙で、⾃分

の意⾒を聞いて議会に反

映してくれそうな議員

や、⾃分の考え⽅と同じ

考え⽅の議員へ投票する 

３（23.1％） ４（26.7％） 

県議会議員になる １（ 7.7％） ４（26.7％） 

条例（各県で作られるル

ール）の案を⾃分で作成

して、有権者（選挙で投

票する権利を持っている

⼈）全員の 50 分の１以

上の⼈数の署名を集める 

０（ 0.0％） １（ 6.7％） 

    ※ 括弧内の％は回答者数（n）に占める選択者数の割合である。 
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 (3) 県議会に関する知識及び理解 

   ① 調査の趣旨 

     本調査項目では、生徒が沖縄県議会高校出前講座を通して県議会の

役割や住民意見の集約の方法などの県議会に関する知識を習得し、理

解することができたかを調査するものである。 

 

   ② 設問、回答選択肢及び結果 

    Ｑ５ 県議会議員が、県民の意見を反映させるために、主にどのよう

なことを行っていると思いますか。（複数選択可） 

回答選択肢 事前調査（n=13） 事後調査（n=15） 

議会の場で知事に質問や

提案をする 
６（46.2％） ７（46.7％） 

より専門的に審査するた

めに、議会に設置されて

いる委員会の中で、参考

⼈（その問題に関係して

いる⼈など）の話を聞く 

４（30.8％） ３（20.0％） 

県⺠からの請願書・陳情

書を受け付け、委員会で

審査して採択したものを

知事などに送る 

６（46.2％） ７（46.7％） 

    ※ 括弧内の％は回答者数（n）に占める選択者数の割合である。 

 

    Ｑ６ 県議会の役割の中で重要なことは、次のどれだと思いますか。

（複数選択可） 

回答選択肢 事前調査（n=13） 事後調査（n=15） 

知事がどのように予算

（県の来年度１年間のお

⾦の使い⽅）を使いたい

と考えているかチェックする 

６（46.2％） 10（66.7％） 

知事が報告した決算（県

の昨年度１年間のお⾦の

使い⽅）が正しいものか

チェックする 

６（46.2％） ５（33.3％） 

知事の提案した条例案の

内容をチェックして、条

例を作り、または⼀部を

変更したり、なくしたり

４（30.8％） ７（46.7％） 
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するのかを決める 

県議会議員として必要な

条例を提案する 
７（53.8％） ４（26.7％） 

県と関係のある問題等に

ついて国や関係機関に意

⾒する 

４（30.8％） ４（26.7％） 

    ※ 括弧内の％は回答者数（n）に占める選択者数の割合である。 

 

    Ｑ８（事後調査） 沖縄県議会の仕組みや役割について、出前講座の

前よりも理解が深まりましたか。 

回答選択肢 事前調査（n=13） 事後調査（n=15） 

深まった 

（調査項目なし） 

６（40.0％） 

少し深まった ７（46.7％） 

深まらなかった ２（13.3％） 

    ※ 括弧内の％は回答者数（n）に占める選択者数の割合である。 
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 (4) 県議会及び県議会議員に対する関心 

   ① 調査の趣旨 

     本調査項目では、生徒が県議会や県議会議員に関心を示しているの

かを調査するものである。 

 

   ② 設問、回答選択肢及び結果 

    Ｑ９（事後調査） 県議会や県議会議員の活動に興味が湧きましたか。 

回答選択肢 事前調査（n=13） 事後調査（n=15） 

興味が湧いた 
（調査項目なし） 

８（53.3％） 

興味はない ７（46.7％） 

    ※ 括弧内の％は回答者数（n）に占める選択者数の割合である。 

 

    Ｑ10（事後調査） 県議会議員は身近な存在だと思いましたか。 

回答選択肢 事前調査（n=13） 事後調査（n=15） 

身近に思う 

（調査項目なし） 

４（26.7％） 

あまり思わない 11（73.3％） 

思わない ０（ 0.0％） 

    ※ 括弧内の％は回答者数（n）に占める選択者数の割合である。 
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 (5) 投票行動 

   ① 調査の趣旨 

     本調査項目では、生徒が沖縄県議会高校出前講座を受講前後におい

て、投票行動が変化するのかを調査するものである。 

 

   ② 設問、回答選択肢及び結果 

    Ｑ７ ２年後の 2024年６月、県議会議員の選挙が行われます。あなた

は、投票に行こうと思いますか。 

       ※まだ選挙権がない場合は、選挙権を持っているものとして回

答してください。 

回答選択肢 事前調査（n=13） 事後調査（n=15） 

行く ６（46.2％） ５（33.3％） 

行くかもしれない ６（46.2％） 10（66.7％） 

行かない １（ 7.7％） ０（ 0.0％） 

    ※ 括弧内の％は回答者数（n）に占める選択者数の割合である。 

 

 

 

 

 (6) その他 

   ① 調査の趣旨 

     事業の実施に当たって、資料の利便性などを調査するものである。 

 

   ② 設問、回答選択肢及び結果 

     Ｑ11 （事後調査）出前講座の教材資料は分かりやすかったですか。 

回答選択肢 事前調査（n=13） 事後調査（n=15） 

分かりやすかった 
（調査項目なし） 

14（93.3％） 

分かりにくかった １（ 6.7％） 

    ※ 括弧内の％は回答者数（n）に占める選択者数の割合である。 
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 (6) 意見及び感想等 

   ① 調査の趣旨 

     本調査項目では、生徒が沖縄県議会高校出前講座を通して議員に伝

えたい事項や受講後の感想について、自由記述（任意）により記入を

求めたものである。 

 

   ② 設問、回答選択肢及び結果 

    Ｑ12 県議会議員に伝えたいことはありますか。（自由記述） 

     ○ 県議会議員に会う機会なんてめったにないと思うので直接話が

できてうれしかったです。 

 

    Ｑ13 高校出前講座に参加した感想を教えてください。（自由記述） 

○ 時間が短いと感じた。 

○ ありがとうございました。 

 

３ 参考（担当教員所感） 

 大変お世話になりました。生徒たちがたくさん休まないか心配でしたが、思

ったより出席していてよかったです。しかし、なかなか発言しない生徒が多

く、議員の皆様にも御迷惑おかけしました。改めておわび申し上げます。 

 これを機に、進学校だけではなく定時制や教育困難校などにも出向き、様々

な生徒を見ていただきたいと思います。 

 大変貴重な機会をありがとうございました。 

以上 

 


