
沖縄県議会 傍聴者アンケート結果（平成30年11月定例会）

　○会期 平成30年11月定例会
　○本会議及び委員会傍聴人数 計209人
　○アンケート回答人数 94人　 (回答率45.0％)

＜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 51 54.3%
女性 25 26.6%
無回答 18 19.1%

計 94 100.0%

年齢
選択項目 人数 比率

20歳未満 0 0.0%

20歳代 6 6.4%

30歳代 13 13.8%

40歳代 15 16.0%
50歳代 19 20.2%
60歳代 21 22.3%

70歳代 14 14.9%

80歳以上 5 5.3%
無回答 1 1.1%

計 94 100.0%

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 84 89.4%
委員会 8 8.5%
無回答 2 2.1%

計 94 100.0%
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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 35 37.2%
2回～5回 37 39.4%
6回～9回 8 8.5%
10回以上 13 13.8%
無回答 1 1.1%

計 94 100.0%

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

58

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

32

その他 6
計 113

※「その他」
・辺野古基地についての
知事の所見（を聞くため）
・高校生のインターシップで
見学（引率）
・座間味の浄水場の問題が
継続審議されるから

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 95.7%
できなかった 3 3.2%
無回答 1 1.1%
計 94 100.0%
※「できなかった」理由
・入り口がわかりづらかった
・方法がわからなかったから
・一度５、６階まで行き少し迷ってしまった
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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 65 69.1%
聞こえにくかった 24 25.5%
無回答 5 5.4%

計 94 100.0%
※「聞こえにくかった」理由
・スピーカーの音が割れている
・聞こえにくいときがある
・答弁が早口
・マイクが聞こえにくい

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 66 70.2%

わかりにくかった 19 20.2%

無回答 9 9.6%

計 94 100.0%
・質問事項が多すぎて、早口になっている
のではないか

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 38 40.4%
わかりにくかった 39 41.5%
無回答 17 18.1%

計 94 100.0%
・役人言葉なので（わかりにくかった）
・住民の視点がアップされていない答弁
（でわかりにくかった）
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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 72 76.5%
役立たなかった 4 4.3%
その他 3 3.2%
無回答 15 16.0%

計 94 100.0%
※「その他」
・左一カ所のステープルで良いかと思います
・答弁の内容がもっと具体的で、定量的で
あると分かりやすいと思う

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 27 28.7%

見にくかった 46 48.9%

委員会の傍聴なの
で見ていない

3 3.3%

無回答 18 19.1%

計 94 100.0%
※「見にくかった」理由
・残り時間が全く見えない
・字、顔がはっきり見えない
・場内が明るいので、鮮明度が落ちている
・ぼやけている
・白っぽく見えにくい
・ハレーションを起こしていた。明暗がない。

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 66 70.2%
普通 19 20.2%
悪かった 0 0.0%
無回答 9 9.6%

計 94 100.0%
・大変親切でよかったです
（初めて来たので、私のような者が来て
良いかとても不安だったので･･･）
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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 54
議員の質問内容 59
知事・部長等の答弁内容 63
議案の審議結果 22
意見書・決議の内容 17
採決時の賛否状況 17
請願・陳情の審議結果 20
委員会での審査状況 6
委員会の視察調査活動内容 11
その他 1

計 270
※「その他」
・県議で恫喝、怒る等、言葉の暴力を誰が
するのか、次の選挙の参考に（する）

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

65

県民の多様な意見を行政に反映
させること

65

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

49

議会改革に取り組むこと 16
その他 5

計 200

※「その他」

・執行部しっかり答えてください、
知事もあいまいだ
・効率的かつ有効的な生産性の高い議論
が繰り広げられる場となって頂きたい
・県民の民意をしっかり反映してもらいたい
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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

○県民生活を最優先に考えて活 【議事課議事運営班】

動してほしい。 御意見をお寄せいただき、あり

がとうございます。

○党利党略ではダメです。 いただいた御意見・御要望は、

議長を初め、全議員に周知いたし

○普天間の危険性の除去、早期 ます。

の全面返還をなし県土の均衡あ

１ る発展に議員は全力を尽くして

ほしい。

○もっと知事本人の答弁を引き

出してほしい。

○全体的にヤジ等で少し聞き取

りにくかった。

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

○議会の動画をその日中に、又 【政務調査課法制広報班】

は遅くても２日以内は見れるよ ご要望のことについては、大変

うにしてほしい。（当日、聞き ご不便おかけしております。録画

１ 取りにくいところを見直した 映像の配信については、映像編集

い。又、全体の流れを早く確認 作業等の短縮に引き続き努力して

したい。） まいります。

○「県議会だより」を定期的に 【政務調査課法制広報班】

発行し、朝刊等で配布してほし 他県の「県議会だより」に掲載

い。 されております、定例会の概要や

議長の公務等といった議会情報は、

２
同内容をホームページ上で情報発

信しているところです。議会の広

報につきましては、いただいた御

要望を含め、県議会に関心が持て

るような手段を検討してまいりま

す。
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NO 御意見・御要望 対応について

○音声がエコーのようになって 【議事課議事運営班】

聞き取りにくいときがある。調 発言者ごとにマイクの音量調整

整してください。 をしているところでありますが、

今後とも音量調整に努めてまいり

３
ます。

○スクリーンの中継は、議員の 【議事課議事運営班】

顔がはっきりわからない。一般 御意見・御要望のことについて

傍聴席の横につけたほうがよい は、大変ご不便をおかけしており

のではないか。字も白くて見え ます。

づらい。 本会議場のスクリーン映像につ

いては、プロジェクターランプの

○テレビが見づらく、質問の残 経年劣化により、映りが不鮮明と

４ 時間表示が見えない。アンケー なっておりましたが、平成31年１

トの意見は、もっと早く反映し 月28日にプロジェクターランプを

てください。 交換することで改善しております。

○県議会議員の席の様子がもっ 【議事課議事運営班】

と見えると良い（傍聴席からほ 傍聴席から議員席が見づらい

とんど見えない）と思います。 点につきましては、構造上整備

スクリーンには、県議の様子が することは難しく、その改善を

映るようにして頂きたい。 図るため議場スクリーンにて質

問者や答弁者を映すことにして

５ おります。
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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

○通告された質問に対して県は 【議事課議事運営班】

しっかり準備して答弁していた 御意見をお寄せいただき、あり

だきたい。 がとうございます。

いただいた御意見・御要望は、

○県知事、部長の答弁が「ボー 知事部局等に情報提供いたします。

１
ヨミ」のため全然わからない。

もっとゆっくり、ハッキリ答弁

してもらいたい。

○答弁を読み上げるだけが多い

のではないか。


