
沖縄県議会 傍聴者アンケート結果（平成30年２月定例会）

　○会期 平成30年　2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 43人　 (回答率30.9％)

＜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 30 69.8%
女性 8 18.6%
無回答 5 11.6%

計 43 100.0%

年齢
選択項目 人数 比率

20歳未満 1 2.3%

20歳代 6 14.0%

30歳代 7 16.3%

40歳代 6 14.0%
50歳代 7 16.3%

60歳代 9 20.9%

70歳代 6 14.0%

80歳以上 1 2.2%
無回答 0 0.0%

計 43 100.0%

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 93.0%
委員会 2 4.7%
無回答 1 2.3%

計 43 100.0%
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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 21 48.8%
2回～5回 15 34.9%
6回～9回 2 4.7%
10回以上 5 11.6%
無回答 0 0.0%

計 43 100.0%

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

25

地元選出議員の活
動を知りたいから

9

関心のある分野の
質問・会議だから

14

その他 4
計 52

※「その他」
・職場体験
・取材同行
・陳情番号34号に関心が
あったから

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 42 97.7%
できなかった 1 2.3%
無回答 0 0.0%
計 43 100.0%
※「できなかった」理由
・はじめてだから（できなかった）
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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 35 81.4%
聞こえにくかった 7 16.3%
無回答 1 2.3%

計 43 100.0%
※「聞こえにくかった」理由
・夫々の声質によって聞きづらいこともある
・答弁者は最後までハッキリ話して頂きたい
答弁の最後が聞こえづらい
・声が割れて聞き取りにくく、イヤホーンを
持参して聞いています

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 30 69.8%

わかりにくかった 8 18.6%

無回答 5 11.6%

計 43 100.0%
※「わかりにくかった」理由

・早口で説明が不足に感じた

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 18 41.9%
わかりにくかった 13 30.2%
無回答 12 27.9%

計 43 100.0%
※「わかりにくかった」理由
・早口で説明が不足に感じた
・もっと具体的にはっきり答えてほしい
・内容による
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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 33 76.7%
役立たなかった 3 7.0%
その他 3 7.0%
無回答 4 9.3%

計 43 100.0%
※「その他」
・質問通告表、議席配置図は役立った
説明員席の図は上下逆の方がわかりやすい
・途中入場したため、どこの内容で質問答弁
しているか分かりにくかった
・議案の説明資料がなくて、その点で残念である

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 44.2%

見にくかった 18 41.9%

委員会の傍聴なの
で見ていない

1 2.3%

無回答 5 11.6%

計 43 100.0%
※「見にくかった」理由
・残時間が見えにくい、もっと感度の高い
スクリーンを導入してほしい
・議場が明るいから（見にくかった）
議員席のカメラは議員の姿が小さくて
見にくかった
・画面が白っぽく鮮明ではないです

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 26 60.5%
普通 14 32.5%
悪かった 0 0.0%
無回答 3 7.0%

計 43 100.0%
・愛想よく、とてもよかった
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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 27
知事・部長等の答弁内容 28
議案の審議結果 3
意見書・決議の内容 7
採決時の賛否状況 3
請願・陳情の審議結果 6
委員会での審査状況 4
委員会の視察調査活動内容 3
その他 0

計 104

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

26

県民の多様な意見を行政に反映
させること

29

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

16

議会改革に取り組むこと 10
その他 1

計 82

※「その他」

・質問者議員の人格的品質と質問内容を
視るのが目的
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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

今回は、○○議員の時間帯 【議事課議事運営班】

が主であったので比較できな 御意見をお寄せいただき、あ

１
いが、議員の資質を視るため りがとうございます。

に来ている。 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

北部から10回以上も傍聴に 【政務調査課法制広報班】

来ているが、毎回マスコミが 傍聴に係る広報活動について

いっぱいで県民の傍聴者はほ は、県議会に関心をもっていた

とんどいない。広報活動が必 だけるよう、傍聴の方法や傍聴

要か。 席の数、車いす用の傍聴席やイ

１ ヤホンが利用できることのほ

か、議会日程や質問者の氏名、

質問日及び順序などについて、

ホームページ上で周知を図るな

ど、情報の提供に努めておりま

す。

傍聴席から議員の様子がも 【議事課議事運営班】

っと見えるようにしてほし 傍聴席から議員席が見づらい

い。通告表が答弁の際に、パ 点につきましては、構造上整備

ネル等を用いて図示すること することは難しく、その改善を

はできないか。 図るため議場スクリーンにて質

２ 問者や答弁者を映すことにして

おります。また、通告表につき

ましては傍聴受付の際にお渡し

しておりますので御利用くださ

い。
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公用車の駐車場は県議会の 【総務課総務班】

傍聴の時間帯は利用者へ解放 公用車の駐車スペースは、議

すべきと思います。 長等の専用車が利用していると

３ ころであり、傍聴者の駐車スペ

ースに関しては、必要台数分を

確保しているところでありま

す。

クーラーをつけたほうがい 【議事課議事運営班】

いと思いました（暑いから）。 議場内の空調につきまして

は、常時換気するなど温度調整

４ を行っておりますが場所により

温度差が生じることがあると思

われます。今後も適切な空調管

理に努めてまいります。

席がせまい（通りにくい）。 【議事課議事運営班】

傍聴席につきましては限られ

たスペースの中で、できるだけ

５ 多数の方に傍聴していただける

よう、現在の座席配置となって

おります。

前述しましたが、途中入場 【議事課議事運営班】

のため、どこを答弁している 答弁書をスクリーンに映すこ

のかわかりにくかった。 とは困難な状況にあります。な

大型スクリーンに現在の答 お、答弁に際しては、質問番号

弁を映すなどし、もう少しわ を読み上げてから答弁しており

６ かりやすくしても良いと思っ ます。傍聴受付の際配付してあ

た。 る質問通告表にて御確認くださ

議会をよりわかりやすいも い。

のにするため、電子化を進め 電子化につきましては、具体

ても良いと思う。（費用もか 的な御意見・御要望をお寄せい

かるので、一概には言えない ただければと思います。

が･･･）
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音声以外の情報（字幕）が 【議事課議事運営班】

あると内容がわかりやすい。 音声を直ちに文字に変換して

７ 表示することについては、技術

的に困難であり、将来的な課題

であると考えております。

以前に「質問日程（質問者含 【政務調査課法制広報班】

む）を早めに新聞掲載を」と事 質問日程の紙面掲載につきまし

務局に要望しました。今回は早 ては、今後とも新聞各社に対して

め（一週間前には出た）でした 同日程を速やかに周知するととも

ので、傍聴日時を立てられまし に、紙面への掲載の協力を働きか

た。ありがとうございました。 けてまいります。また、ホームペ

難聴の域に入っているため、 ージ上にも同内容を掲載しており

イヤホーン使用は大いに活用 ますので、そちらもご活用くださ

８ 大。感謝です。「傍聴したいが、 い。

耳が遠いので･･･」との声があ 次に、イヤホンが利用できる傍

る。広報はされているでしょう 聴席があることにつきましては、

か。 本県議会ホームページ上において

ホームページを観られないひ 周知を図っております。

とたちへ、傍聴を促すことはど また、 同ホームページを閲覧で

のように広報してますか。年に きる環境にない方に対する広報活

一度くらい、「県議会傍聴」に 動につきましては、 沖縄県が定期

ついて新聞記事にしたらどうで 的に行っている新聞広告の活用な

しょうか。傍聴席の広さもアピ ど、効果的な周知方法を検討して

ールしたらと思います。 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

県民としては、はっきりし 【議事課議事運営班】

た答えが欲しい。現在進行中 御意見をお寄せいただき、あ

･･･そんな答えは、心がない りがとうございます。

様に感じる。 いただいた御意見・御要望

１ 教育長の答弁は、出来る、 は、知事部局等に情報提供いた

出来ないとはっきり答えて良 します。

かったが、休けいが多い。も

う少し学校現場の勉強をして

欲しい。


