
　○会期 平成29年　11月定例会
　○本会議及び委員会傍聴人数 計87人
　○アンケート回答人数 41人　 (回答率47.1％)

＜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 27 65.9%
女性 10 24.4%
無回答 4 9.7%

計 41 100.0%

年齢
選択項目 人数 比率

20歳未満 0 0.0%

20歳代 2 4.9%

30歳代 8 19.3%

40歳代 9 22.0%

50歳代 9 22.0%

60歳代 9 22.0%

70歳代 4 9.8%
80歳以上 0 0.0%
無回答 0 0.0%

計 41 100.0%

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 40 97.6%
委員会 0 0.0%
無回答 1 2.4%

計 41 100.0%

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 17 41.5%
2回～5回 17 41.5%
6回～9回 4 9.8%
10回以上 3 7.2%
無回答 0 0.0%

計 41 100.0%

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

27

地元選出議員の活
動を知りたいから

10

関心のある分野の
質問・会議だから

6

その他 5
計 48

※「その他」
・自身の議会活動に
生かしたい
・東京から来たが、沖縄の
政治に興味があったため

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 39 95.1%
できなかった 2 4.9%
無回答 0 0.0%
計 41 100.0%
※「できなかった」理由
・受付が面倒臭かった
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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 37 90.2%
聞こえにくかった 4 9.8%
無回答 0 0.0%

計 41 100.0%
※「聞こえにくかった」理由
・よく声が通る人、そうでない人がいる

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 33 80.4%

わかりにくかった 4 9.8%

無回答 4 9.8%

計 41 100.0%

※欄外

・(わかりにくいとき、わかりやすいとき)

どちらもあった

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 22 53.7%
わかりにくかった 11 26.8%
無回答 8 19.5%

計 41 100.0%
※欄外
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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 30 73.2%
役立たなかった 4 9.8%
その他 1 2.4%
無回答 6 14.6%

計 41 100.0%
※「その他」
・資料なし
・使いませんでした

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 19 46.3%

見にくかった 16 39.0%

委員会の傍聴なの
で見ていない

0 0.0%

無回答 6 14.7%

計 41 100.0%
※「見にくかった」理由
・画質が悪いのか、色が薄くみえづらかった
・白っぽくて、見えにくい
・少しぼやけて薄い感じ、見えにくい

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 28 68.2%
普通 9 22.0%
悪かった 0 0.0%
無回答 4 9.8%

計 41 100.0%
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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 23
議員の質問内容 24
知事・部長等の答弁内容 28
議案の審議結果 6
意見書・決議の内容 2
採決時の賛否状況 3
請願・陳情の審議結果 1
委員会での審査状況 2
委員会の視察調査活動内容 1
その他 0

計 90

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

24

県民の多様な意見を行政に反映
させること

26

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

15

議会改革に取り組むこと 9
その他 0

計 74

※「その他」
・沖縄県の発展
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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

各県議会議員の皆様、県民 【議事課議事運営班】

１
の住みやすい生活のために 御意見いただき、ありがとう

も、これからも活躍に期待し ございます。

ます。 傍聴者の方からいただいた御

議員は演壇に立って直接原 意見・御要望は、議長をはじめ、

２ 稿を読むのはあまりよくない 全議員に配付いたします。

と思います。

もっと資料等を活用して厳

しい質問を行って欲しい。県

３ 民の身近な問題、あるいは基

地問題について、執行部にあ

しらわれている感があった。

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

傍聴席からは質問者の顔が 【議事課議事運営班】

１ 見えない。せめてスクリーン 県議会に御意見いただき、あ

で見えるように要望したい。 りがとうございます。

議場のスクリーンについて スクリーン画面の見えにくさ

「見にくい」というより、説 や議員側を映すことについて、

明員は写さなくても目視でき 機器の調整等で対応できるもの

２
るので、議員席を両方で区分 は改善に努めてまいります。予

して議員全員を見せて欲し 算を伴うものについては今後、

い。ヤジを飛ばしている議員 検討してまいりたいと考えてお

も顔が見えないのでアップの ります。

画面も必要である。

席配置図に執行部側の名前 執行部側の名前が入っている

３ も入れた方がよい。 席配置図を次定例会から配付で

きるよう改善いたします。



この度は傍聴席への入場時間

について不快な思いをおかけし

東京から来たが、地元の北 たことをお詫び申し上げます。

４
区議会は30分前から議場に入 傍聴席への入場については、

れたのに、10分前からしか入 議員に限らず傍聴される方皆様

れないのはどうなのか。 ９時30分を目安に入場可能とな

っております。適切な対応に努

めてまいります。

傍聴席の一部に３カ所イヤホ

ーンプレートを設置しておりま

す。御利用の際には、傍聴受付

難聴が進んでいるので、補 まで申しつけください。

５ 聴設備があるのは助かりま なお、議長の許可を得ること

す。 により、児童及び乳幼児も傍聴

可能なのでお子様連れでも傍聴

が可能となっております。その

際には家族傍聴室を御案内いた

します。

【政務調査課法制広報班】

スマートフォンでも県議会 議会中継につきましては、現

６ が視聴できるようになるとい 在、過去の録画映像も含めて、

い。 スマートフォン等で視聴できる

よう検討しているところです。

質問日程及び質問者につきま

質問日程と質問者の新聞報 しては、県議会のホームページ

道が目立たない。傍聴者をふ 上に掲載しておりますが、平成

やすために囲み記事にするよ 30 年２月定例会より、議会棟１
７ う記者に要請すべきではない 階ロビーにも掲示したいと考え

か。県議会の入り口あたりに ております。

「質問日程と質問者」を知ら 議会の広報につきましては、

せる掲示があれば傍聴者がも 今後、より効果的な手法につい

っとふえるのではないか。 て検討してまいります。



３ 執行部に関すること

NO 御意見・御要望 対応について

【議事課議事運営班】

１ 答弁が長すぎる。 御意見いただき、ありがとう

ございます。

１年ほど前、久米島沖で「き 傍聴者の方からいただいた御

のこ雲」があがった旨の報道 意見・御要望は、執行部に情報

２ があったが、あれは核の誤爆 提供いたします。

ではなかったか。県として確

認究明はなされたのか。

辺野古新基地反対、オスプ

３ レイ反対、県民の総意を大切

にしてください。

どうしても気になるのは、

４
知事に答えてくださいと言っ

ているのに知事が答弁しない

のですか。

執行部に確認したところ、病

病院事業局長の配席は、即 院事業局長の配席につきまして

見直すべき。公営企業管理者 は、業務上関連のある保健医療

５ として企業局長の隣へ。そう 部長と答弁を調整する必要もあ

でなければ経営責任が不明確 ることから現在のような席にな

となる。 っているとの回答がありまし

た。


