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袖ケ浦市ホームページのリニューアルについて 

 

１ リニューアルによる課題への対応 
現在のホームページは、平成１９年３月にホームページの編集・管理を行うシステム

を導入しましたが、その後７年が経過し、閲覧性・検索性の向上やユーザー環境の変化

への対応、災害時の迅速な情報提供等が求められていました。 

今回のリニューアルにあたっては、市民のホームページの利用状況や使いやすさにつ

いての意見を把握するため、昨年７～８月に、市民１，０００名に対しアンケート調査

を実施しました。 

このアンケート調査の結果（概要は別紙のとおり）や、庁内の職員で構成するホーム

ページ担当者会議での意見も踏まえ、現在のホームページが抱える課題を整理し、その

課題に対応するため、次のとおりホームページのリニューアルを行いました。 

 

（１）閲覧性・検索性等の向上、情報発信力の強化 

   すべてのページのデザイン及び情報の分類の見直しなどを行い、見やすさ・探しや

すさ・使いやすさの向上を図りました。 

また、袖ケ浦市の魅力、主要な事業・施策などの取り組み、マスコットキャラクタ

ー「ガウラ」に関する特集ページを作成し、情報発信力の強化を図りました。 

 

（２）ユーザー環境等の変化への対応 

   各ページは、スマートフォンによる閲覧に対応できるようにしました（スマートフ

ォンでの閲覧に適した表示に切り替わります）。 

また、今後は、ツイッターや動画共有サイトなどのソーシャルメディアとの連携（ト

ップページへのバナーの掲載や案内ページの掲載）を行っていきます。 

 

（３）迅速な情報提供、安定した運用（災害時の対応など） 

情報の迅速かつ安定的な提供を行うため、アプリケーションサービスプロバイダ（Ａ

ＳＰ）方式による、新しいホームページ編集管理システムを導入しました。 

このことにより、公開までに要する時間を大幅に短縮しました。 
また、サーバ機器を耐震性や耐火性などに優れたデータセンター内に設置し、大規

模地震などの発生時にも安定した運用ができるようにしました。 

なお、大規模災害の発生時には、文字を主体としたファイルサイズの小さい大規模

災害発生時用トップページへの切替を可能とし、トップページへのアクセスの集中に

対応できるようにしました。 

 

【資料１】 
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＜注＞ 

アプリケーションサービスプロバイダ（ＡＳＰ）方式とは 

事業者が維持管理を行うアプリケーション（ソフトウェア）をインターネットを通じて

利用すること。 

 

（４）ウェブアクセシビリティ（ＪＩＳ規格）への対応 

新しいシステムに搭載されているチェック機能を活用し、ウェブアクセシビリティ

に配慮したページを作成できるようにしました。 

 

＜注＞ 

ウェブアクセシビリティとは 

高齢者や障害者を含めた誰もが、身体の機能や年齢、閲覧環境の違いなどに関係なく、

ホームページ等を支障なく利用できること。ＪＩＳ規格で基準が定められている。 

 

（５）システムの老朽化への対応、操作性の改善 

新しいシステムの導入により、セキュリティ対策を図るとともに、ページの作成を

ワープロソフト感覚で行うことができるようにして、編集作業の効率化を図りました。 

 

 

２ 主要ページのリニューアルの概要 
  主要ページのデザインは資料２のとおり。 

 

（１）トップページ 

  ア 主な変更点 

（ア）ページの横幅を現在の約１．４倍（７２０ピクセルから１０２４ピクセル）に

拡大しました（全ページ共通）。 

（イ）上部（ヘッダー部分）に、文字の拡大や背景色の変更ができるボタンやキーワ

ードによるサイト内検索のメニューなどを配置しました（全ページ共通）。 

（ウ）スマートフォンでの閲覧に対応しました（全ページ共通）。 

 

  イ 各掲載エリアの説明 

（ア）ヘッダー（他のページにも共通して表示されるメニュー） 

情報を分類別で探すための大分類（グローバルナビゲーション）を「くらし・

手続き」「市政・まちづくり」「産業・事業者」「魅力・観光」の４つとしました。 

文字の大きさや背景色の変更ボタンを配置しました。 

キーワードによるサイト内の検索メニューを配置しました。 
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また、サイトマップや外国語用の案内ページなども配置しました。 

  （イ）メイン画像、フォトニュース 

市から発信したい情報を大きな写真やイラストで表示するメイン画像を配置し

ました。 

袖ケ浦市のニュースを写真で知らせるフォトニュースを配置しました。 

  （ウ）主要メニューエリア 

緊急時に利用されるメニューや、分類、組織・課名、地図など、複数の方法で

の検索ができるメニュー、市民がよく利用するメニューなどを配置しました。 

（エ）情報掲載エリア 

     「重要なお知らせ」や「トピックス」など、特にお知らせしたい情報をピック

アップして表示するメニューなどを配置しました。 

  （オ）特集エリア 

袖ケ浦市から発信したい情報や、特にアピールしたい情報をバナーで配置しま

した。 

なお、市でツイッターなどのソーシャルメディアの利用を開始した場合には、

このエリアにサイトへの入口を案内するバナーを配置します。 

袖ケ浦市役所と袖ケ浦市に関するメニューを配置しました。 

イベント情報が確認しやすいイベントカレンダーを配置しました。 

  （カ）バナー広告掲載エリア 

     バナー広告（広告主のホームページにリンクできる画像）を掲載する場所を配

置しました。 

  （キ）フッター（他のページにも共通して表示されるメニュー） 

袖ケ浦市役所の連絡先の表示や問い合わせ先などのリンクを配置しました。 

また、袖ケ浦市ホームページに関する補足的ページへのリンクも配置しました。 

 

（２）大分類・中分類・小分類ページ 

  ア 主な変更点 

    必要とする情報が探しやすくなるよう、情報の分類を見直すとともに、現在の分

類よりも細分化しました。 

 

（３）目的ページ 

  ア 主な変更点 

（ア）見出しの段階ごとに異なったデザインを適用し、見出しと文章をはっきりと区

別しました。 

（イ）ページの下部にＳＮＳボタン（「ツイート」「シェア」のボタン）を設置しまし

た。 
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これは、ページの閲覧者がＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック）を利用して

いる場合に、ボタン（ツイッター利用者は「ツイート」ボタン、フェイスブック

利用者は「シェア」ボタン）を押すことで、閲覧者が発信者となってツイッター

やフェイスブックで掲載ページの情報を投稿できるものです。 

これにより、ホームページの掲載情報が閲覧者によってＳＮＳ上で広がってい

く効果が期待できます。 

 

（４）所属トップページ 

  ア 主な変更点 

情報を整理できるように、ページ掲載エリアの見出し分けを、所属ごとに自由に

設定できるようにしました。 

 

３ 今後の予定 
 

  平成２７年２月 

   旧ホームページから新ホームページへのデータの移行・調整作業 

 

平成２７年３月２日 

 新ホームページの公開 

※３月２日の日中に切替作業を行います。 

※リニューアルに伴い、ホームページのＵＲＬが次のとおり変わります。 

リニューアル後のＵＲＬ http://www.city.sodegaura.lg.jp/ 

リニューアル前のＵＲＬ http://www.city.sodegaura.chiba.jp/ 

 

４ 情報発信の強化 
今後は、ホームページを活用し、活力あふれる袖ケ浦づくりに結び付けるため、袖ケ

浦市の取り組みや魅力などの積極的な情報発信を行うとともに、市民との情報の共有を

より一層充実させるため、掲載情報の充実に全庁的に取り組んでいきます。 

また、現在検討しているツイッターや動画共有サイトなどのソーシャルメディアとの

連携を図り、更なる情報発信の強化に取り組んでいきます。 
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市民アンケート調査の概要 
ホームページのリニューアルにあたり、市民のホームページの利用状況や使いやすさに

ついての意見を把握するため、本年７～８月に、２０歳～８０歳の市民１，０００名に対

しアンケート調査を実施し、３１７名から回答を得ました。 

 

１ アンケート結果の概要 

（１）袖ケ浦市ホームページを利用する目的 

ごみの出し方や医療機関などの生活に関する情報や、イベント・講座などの趣味や

娯楽に関する情報の閲覧が多い状況でした。 

 

（２）袖ケ浦市ホームページの情報の見つけやすさ 

見つけやすいと答えた人が５７．７％、見つけにくいと答えた人が３５．６％でし

た。 

また、見つけにくいと答えた理由では、「情報の分類が分かりにくい」、「情報の見出

し（タイトル）が分かりにくい」という回答が多い状況でした。 

 

（３）袖ケ浦市ホームページの見やすさ 

「ふつう」（４３．６％）、「どちらかといえば良い」（２３．３％）、「良い」（１３．

５％）の順で多い状況でした。 

 

（４）袖ケ浦市ホームページの改善方法（複数回答） 

「情報の分類を見直す」（２６．４％）、「配置などのレイアウトを見直す」（２３．

９％）、「掲載する情報量を充実する」（２３．３％）の順で多い状況でした。 

 

（５）袖ケ浦市ホームページで充実してほしい機能（複数回答） 

「スマートフォンでの閲覧への対応（専用レイアウトなど）」（２５．８％）、「検索

機能（複数の検索方法を掲載するなど）」（１５．３％）、「ボタンで文字サイズを変更

する機能」（１１．６％）の順で多い状況でした。 

 

２ アンケート調査から見えた課題 

今回のアンケート調査の結果から、検索機能の充実や情報分類の見直しなどによる探

しやすさの向上、デザインやレイアウトなどの見直しによる見やすさの向上、スマート

フォンでの閲覧への対応やボタンによる文字サイズの変更機能などによる使いやすさ

の向上が求められていることが把握できました。 

＜別紙＞ 



【資料２】

新ホームページ　トップページ デザインイメージ（H27.2.6現在）

フッター

特集エリア

（右の列）

【カ】

バナー広告エリア

【キ】

フォトニュース

（右側）

（中央の列）

【オ】

【ア】

ヘッダー

【イ】

メイン画像

（左側）

【ウ】

主要メニューエリア

（左の列）

【エ】

情報掲載エリア
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新ホームページ　大分類ページ デザインイメージ（H27.2.6現在）

ヘッダー

新着更新情報一覧

ページタイトル

フッター

分類メニュー

（中・小分類一覧）

パンくずリスト
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新ホームページの分類

大分類 中分類 小分類 大分類 中分類 小分類
くらし・手続き 防災・消防 防災・危機管理 市政・まちづくり 市政運営 総合計画・実施計画

避難所・防災マップ 各種計画・施策
災害への備え 条例・規則
国民保護 行財政改革・行政評価
消防 予算
救急 決算

防犯・交通安全 防犯 財政状況
交通安全 監査

戸籍・住民票・証明 戸籍 選挙
住民票 都市計画・開発 都市計画
印鑑登録 景観・屋外広告物
外国人登録 区画整理
各種証明書・閲覧 開発行為
住基カード・公的個人認証 情報公開・個人情報保護 情報公開

税金 個人住民税（市・県民税） 審議会・会議
固定資産税・都市計画税 個人情報保護
軽自動車税 広報・広聴 広報そでがうら
納税方法 ホームページ
各種証明書・閲覧 記者会見
公売 その他広報

保険・年金 国民健康保険 刊行物・資料
後期高齢者医療 パブリックコメント
介護保険 市民の声（意見・提言）
国民年金 市民と市長のふれあいトーク

健康・医療 健診・検診 アンケート
予防接種・感染症 その他広聴
健康づくり 人事・採用 人事・給与
健康相談 職員採用
医療費助成 市役所・施設案内 市役所・行政センター
医療機関 ※「地図でさがす」を兼ねる 環境・衛生施設

福祉 児童福祉 消防・警察施設
障がい者福祉 市民会館・公民館
高齢者福祉 図書館・博物館
地域福祉・生活保護 公園

子育て 保育所・保育園 スポーツ施設
幼稚園 保健・福祉施設
手当・助成 保育施設
子育て支援・相談 子育て関連施設
子育て支援施設 幼稚園・学校

ごみ・リサイクル ごみ 交通施設
リサイクル・減量化 その他施設
補助・助成 避難所

環境・衛生・公園 環境保全・環境対策 投票所
生活環境 産業・事業者 産業振興 農業
火葬・墓地 商業
動物・ペット 工業
公園・自然 観光業

上下水道 上水道 企業誘致
下水道 融資・助成
農業集落排水 雇用対策・就職支援
浄化槽・し尿 入札・契約 入札契約制度

住まい・建築 公営住宅 入札発注情報
住宅・建築 指定管理者制度
補助・助成 税金・年金（事業者） 法人市民税

道路・河川・交通 道路 その他の税
河川 農業者年金
交通 魅力・観光 袖ケ浦を知る 市の紹介
駐車場・自転車駐車場 ※特別サブサイトで 交通アクセス

教育・文化・スポーツ・生涯学習 教育 マスコットキャラクター
学校 歴史・文化
青少年育成 袖ケ浦の誇り
文化・芸術・歴史 袖ケ浦に行く・遊ぶ イベント
スポーツ 観光・レジャー
講座・教室 スポーツ
生涯学習 文化・生涯学習

市民活動・協働 人権・男女共同参画 自然・公園
自治会 ガイドブック・マップ
市民活動 袖ケ浦で買う・食べる 農畜産物
市民参画・協働 味覚狩り・収穫体験
ボランティア・ＮＰＯ 特産品・ご当地グルメ
国際交流 袖ケ浦に住む 子育て

相談 くらしの相談 教育
健康・福祉の相談 健康・医療
子ども・教育の相談 交通
消費生活相談 助成・支援

くらしのメニュー 妊娠・出産 袖ケ浦で働く 企業誘致
子育て 企業支援
教育
仕事
引越し・住まい
結婚・離婚
高齢・介護
おくやみ
ごみ・リサイクル
健診・予防接種
税金
申請・届出

カレンダー イベント
※「カレンダーでさがす」を兼ねる 講座・教室

スポーツ
健康
子ども
相談

東日本大震災関係 放射性物質関係（大気・水など）
放射性物質関係（食品など）
震災関係
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新ホームページ　目的ページ デザインイメージ（H27.2.6現在）

本文

見出し４

本文

見出し４

ヘッダー

パンくずリスト

ページタイトル
（見出し１）

本文

見出し２

見出し３

見出し４

本文

本文

本文

問い合わせ先

フッター

ＳＮＳボタン（左側）

見出し４

見出し４

見出し５

本文
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新ホームページ　所属トップページ デザインイメージ（H27.2.6現在）

ページ掲載エリア
（左側）

フッター

メイン画像
（左側）

ヘッダー

パンくずリスト

ページタイトル
（左側）

新着更新情報一覧
（左側）

所属情報一覧
（右側）
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新ホームページ　トップページのスマートフォン閲覧時デザインイメージ（H27.2.6現在）
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