
沖縄県議会 傍聴者アンケート結果（平成30年6月定例会）

　○会期 平成30年　6月定例会
　○本会議及び委員会傍聴人数 計139人
　○アンケート回答人数 88人　 (回答率63.3％)

＜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 54 61.4%
女性 21 23.8%
無回答 13 14.8%

計 88 100.0%

年齢
選択項目 人数 比率

20歳未満 1 1.1%

20歳代 8 9.1%

30歳代 11 12.5%

40歳代 16 18.2%

50歳代 19 21.6%

60歳代 18 20.5%

70歳代 13 14.8%

80歳以上 1 1.1%
無回答 1 1.1%

計 88 100.0%

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 79 89.8%
委員会 4 4.5%
無回答 5 5.7%

計 88 100.0%
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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 40 45.5%
2回～5回 30 34.1%
6回～9回 3 3.4%
10回以上 13 14.8%
無回答 2 2.2%

計 88 100.0%

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

52

地元選出議員の活
動を知りたいから

21

関心のある分野の
質問・会議だから

26

その他 12

計 111
※「その他」
・職場体験
・地元議員から紹介を
頂いたので
・知事の答弁を聞きたいから

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 84 95.4%
できなかった 2 2.3%
無回答 2 2.3%
計 88 100.0%
※「できなかった」理由
・県庁から入った為、迷ってしまう
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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 75 85.2%
聞こえにくかった 5 5.7%
無回答 8 9.1%

計 88 100.0%
※「聞こえにくかった」理由
・答弁は早口ではっきりしない（一部）

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 67 76.2%

わかりにくかった 9 10.2%

無回答 12 13.6%

計 88 100.0%

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 44 50.0%
わかりにくかった 28 31.8%
無回答 16 18.2%

計 88 100.0%
※「わかりにくかった」理由
・あたりさわりのない答弁になっている
・わかりやすいものもあったが、
わかりにくいものもあった
・農林水産部長 島尻君（がわかりにくかった）
・(開会日のため）なし
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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 68 77.3%
役立たなかった 1 1.1%
その他 3 3.4%
無回答 16 18.2%

計 88 100.0%
※「その他」
・理解しやすいように、質問と答弁に関連した
資料にしてほしい(とびとびの答弁では？)
・説明員席の資料が見やすくなっていて、
助かりました
・（役立った、役立たなかった）どっちでもない

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 28 31.8%

見にくかった 44 50.0%

委員会の傍聴なの
で見ていない

2 2.3%

無回答 14 15.9%

計 88 100.0%
※「見にくかった」理由
・画面の明るさが明るすぎて、顔の表情が
分からない
・普段テレビで見ている画面のほうが
見やすい
・画像がはっきりしない。時間等の表示が
みえにくい

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 54 61.4%
普通 20 22.7%
悪かった 1 1.1%
無回答 13 14.8%

計 88 100.0%
※「不満な点」
・警備員がよく分かっていない。
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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 45
議員の質問内容 53
知事・部長等の答弁内容 58
議案の審議結果 14
意見書・決議の内容 12
採決時の賛否状況 8
請願・陳情の審議結果 11
委員会での審査状況 3
委員会の視察調査活動内容 3
その他 4

計 211
※「その他」
・議員の様子、政策など

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

53

県民の多様な意見を行政に反映
させること

52

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

41

議会改革に取り組むこと 10

その他 4

計 160
※「その他」
・辺野古基地に反対すること
・県の課題や取り組み・現状を県民・
政治家と共有する場、情報共有の場
（であること）
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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

○答弁を聞いている議員の中 【議事課議事運営班】

には、寝ている方も数名見受 御意見をお寄せいただき、あ

けられます。議会の場で寝る りがとうございます。

ような方は県民の代表という いただいた御意見・御要望

意識が足りないので即やめて は、議長を初め、全議員に周知

頂きたいです。 いたします。

○議員の言葉づかいに品位が

感じられず、見ていて恥ずか

しい。せめて敬語を使って頂

きたい。興奮しているのは理

解するが、議会は公の場です。

○答弁中のヤジは冷せいな議

会運営に支障をきたすもので

あり、止めてもらいたい。

１

○議員が質問席から人を指さ

したりする行為は品位がない

ので、やめてほしい。

○議員席での私語がうるさか

った。

○若い議員が、沖縄に対して

熱く、地元の方々のより良い

生活に向けて一生懸命に目を

向け、耳を傾けて愛をそそい

で下さっている様子に感動致

します。

○一般質問は内容が濃くて、

参加してよかった。



7

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

○傍聴者が少ないですね。行 【政務調査課法制広報班】

政の広報紙だけでなく、マス ○ 傍聴についてマスコミに広く

コミ等にもお願いして PR に 周知してもらうことについては、

なる。 沖縄県が行っている新聞広告の活

用など、効果的な周知方法を検討

してまいります。

なお、県議会の傍聴に関する周

知については、議会ホームページ

などで、どなたでも気軽にご利用

いただける旨ご案内しております。

また、傍聴に来られない方には、

インターネット上でのライブ中継

や録画放送を通して会議等の模様

を閲覧できるよう対応していると

ころです。

○インターネット中継を行っ ○ インターネット中継について

１ てほしい。 は、議会ホームページ「議会中継」

から、生中継及び録画放映を御覧

いただけます。

なお、スマートフォンやタブレ

ット端末からの閲覧については、

平成 31 年度中の対応を目指してい
るところです。

○新聞掲載（代表質問の日程 ○ 議会日程の県民への周知につ

・議員名、一般質問の日程・ いては、幅広い世代に行き届くよ

議員名）を読者に読みやすい う、

ように紙面構成を事務局から ⑴ 議会ホームページへの掲載

新聞社に要請してほしいと何 ⑵ 新聞社やケーブルテレビ会社

度もアンケートに書いたが、 などマスコミ各社への情報提供

要請したことはありますか。 ⑶ 議会庁舎掲示板への掲示

県民・市民への県議会を傍聴 などにより行っております。

してほしいとの事務局の熱意 そのうち、新聞社へ提供した情

は伝わってこない。 報に係る紙面構成ついては、各社

の御判断を尊重しているところで

す。
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○予定時間通りに始まらない 【議事課議事運営班】

のは何故か？スクリーンで説 このたびは、知事の欠席につ

明があっても良いと思う。 いて議員に十分な周知がなされ

ず開議がおくれました。傍聴者

２ に対して説明がなく御迷惑をお

かけしたことをおわび申し上げ

ます。今後、空転等の際には、

適時状況を説明するようにいた

します。

○県議会は国会に準じた規則 【議事課議事運営班】

（運営、被服等）なのか？ 本県議会は、地方自治法を初

め沖縄県議会会議規則等の法令

３
に基づいて運営しております。

なお、被服等については、議

会運営委員会においてかりゆし

ウエアの着用を認める申し合わ

せをしております。

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

○行政側の回答時、具体的に 【議事課議事運営班】

答える事案と「協議中」「推 御意見をお寄せいただき、あ

進していく」等のあいまいな りがとうございます。

回答にとどまる事案がある いただいた御意見・御要望

が、もう少しわかりやすく提 は、知事部局等に情報提供いた

示してほしい。時間を割いて します。

１ 傍聴に来ているので、公開で

きる・時間制限ギリギリの線

までは県政の現状を提示して

ほしい。

○当局の答弁が早口で所々聞

きづらかった。


