
　アンケートの概要

香取市ホームページ
利用者アンケート結果報告

平成25年9月　香取市秘書広報課

■調査の目的
　市ホームページの利用しやすさについて、閲覧者から意見を聴取し、サイト運営管
理の参考とするために実施しました。

■調査項目
　1　回答者の属性
　2　市ホームページの閲覧状況
　3　市ホームページを閲覧した感想、意見など
　4　改善に向けた自由意見

■調査方法
　インターネットによるアンケート（対象者の制限なし。誰でも回答可）

■調査期間
　平成25年8月1日（木）～9月1日（日）

■回答者数
　51人
　※先着順で100人を予定していましたが、定員に達しませんでした

■留意点
　集計結果の円グラフの割合の合計は、小数点第2位を四捨五入しているため、合計
が100％と一致しない場合があります。



問1 あなたの情報について

問1-1 居住地

選択肢 回答数 割合
市内 45 88.2%
市外 6 11.8%

【解説】

問1-2 年代

選択肢 回答数 割合
18歳以下 2 3.9%
19歳～64歳 48 94.1%
65歳以上 1 2.0%

【解説】

問1-3 性別

選択肢 回答数 割合
男 36 70.6%
女 15 29.4%

【解説】

　回答者の居住地は、「市内」が9割近
い。市外在住者は、ホームページをあま
り閲覧していないか、関心度が低いとい
える。

　回答者の年代は、「19歳から64歳ま
で」が9割を超える。高齢者（65歳以上）
の割合は、人口比に比べるとかなり低
い。

　回答者の性別は、男性が7割以上と、
一般的な男女比と比べ高い割合である
ため、男性の方が女性に比べ関心度が
高いといえる。
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問2 本市ホームページの閲覧状況について

問2-1 閲覧頻度

・本市ホームページをどのくらいの頻度で閲覧しますか。

選択肢 回答数 割合
初めて見る 0 0.0%
2～3回見たことがある 2 3.9%
毎年（イベント時など） 3 5.9%
毎月（定期的に） 13 25.5%
毎週（頻繁に） 33 64.7%

【解説】

問2-2 閲覧端末

・閲覧している端末は、主に何ですか。

選択肢 回答数 割合
パソコン 45 88.2%
スマートフォン・タブレットなど 5 9.8%
携帯電話 1 2.0%
その他 0 0.0%

【解説】

　回答者の閲覧頻度は、「毎週（頻繁
に）」見ている人が約3分の2でもっとも回
答数が多く、回答者の閲覧頻度は高い
といえる。

　回答者の閲覧端末は、「パソコン」が9
割近く占めている。また、「スマートフォ
ン・タブレットなど」で閲覧している人が1
割近くいる。
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問3 ホームページを閲覧した感想や意見など

問3-1 主な閲覧情報

選択肢 回答数 割合
くらし・手続き 17 33.3%
観光・イベント 32 62.7%
事業者向け 2 3.9%

【解説】

問3-2 閲覧した情報　※問3-1で「くらし・手続き」を選択した場合に限り回答する項目

選択肢 割合
戸籍・税・医療保険 2 11.8%
福祉 2 11.8%
健康づくり 1 5.9%
環境・産業 2 11.8%
住宅・建設・上下水道 1 5.9%
教育・生涯学習 0 0.0%
公共施設・広報 2 11.8%
その他 7 41.2%

【解説】

　回答者の主な閲覧情報は、「観光・イ
ベント」が6割以上と一番多く、続いて「く
らし・手続き」となっている。

　「くらし・手続き」の閲覧者は、あまり特定の分野に偏ることなく閲
覧されている。閲覧者は、ホームページからさまざまな情報を求め
ているといえる。
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問3-3-1 情報の探しやすさ

評価 回答数 割合
良い 10 19.6%
やや良い 9 17.6%
普通 18 35.3%
やや悪い 9 17.6%
悪い 5 9.8%

【解説】

問3-3-2 情報のわかりやすさ

評価 回答数 割合
良い 7 13.7%
やや良い 9 17.6%
普通 23 45.1%
やや悪い 7 13.7%
悪い 5 9.8%

【解説】

問3-3-3 デザイン・印象

評価 回答数 割合
良い 9 17.6%
やや良い 6 11.8%
普通 30 58.8%
やや悪い 3 5.9%
悪い 3 5.9%

【解説】

　「良い」「やや良い」が「悪い」「やや悪
い」を上回るものの、回答者の3割近くが
「探しにくい」と回答している。

　「良い」「やや良い」が「悪い」「やや悪
い」を上回るものの、回答者の4分の1近
くが「わかりにくい」と回答している。

　「良い」「やや良い」が「悪い」「やや悪
い」を上回り、悪い印象は持たれていな
いといえる。
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問 4 改善に向けた自由意見 

 ホームページに関する改善に向けた自由意見は以下のとおりでした。 

 

「観光・イベント情報」に関する意見                      

・ 観光客を呼ぶための情報がもっと掲載できるようなまち作りが進むといいです。 

・ 観光情報 → 初めての人向け(他県遠方の方)に感動を与える内容にしてほしい。 リピー

ターの人は知っている。（あやめ祭り or佐原の大祭など） が、知らない人を獲得するた

めのアピール 

 例：クリックすると佐原囃子が聞こえるのも面白いと思うのだが。 

 例：市役所にいる人が千葉・茨城の水郷地域は、祭り囃子が佐原囃子であるのを知

らない人がいた。これでは困る水郷地域の伝統文化は佐原が中心である。何故小江

戸なのかを知らない人にも解り易く発信してほしい。 利根川の流れ=水運の商都⇒

江戸を繋ぐ。 観光=歴史の説明を多く取り入れるべきだ！ 市役所にいる人がわから

ないでは困る！ 

・ 観光情報を充実させ佐原の大祭などではブログで生の情報を発信したり、成田市のよう

にユーストリームで生配信するなどして香取市の観光魅力をアピールしてほしい。また

香取市内施設（佐原文化会館）などのホームページがあったほうがよいと思う。イベン

ト開催のお知らせやコンサートの情報なども観れて凄く利便性がアップすると感じまし

た。また、香取市長から香取市の魅力をアピールするビデオ配信などもあると、観光の

魅力がさらに良いと思います。 

・ 市内の店舗の紹介や観光スポットを充実してほしい。終わったイベントの報告は充実し

ているが、事前のイベントの紹介が少ないと思う。 

・ イベント情報はもっと細かく、動画紹介などがあるとさらにわかりやすい。 

・ 写真をＵＰするとき最新のものを載せてもらえると、来年行くときに助かります。特集

コーナーなどで、コンテストに出た写真やイベントの体験談を載せたりすると面白そう

です♪ 

・ 観光イベントなどの速報性が弱い。特に「佐原の大祭」情報がなぜか他を頼りすぎてい

るのか。昨年の情報が今年の開催ぎりぎりまで掲載されていた。 

・ 『かとりマップ』と題して香取市民がおすすめの観光スポット（おいしいレストラン）

や観光客がおすすめ観光スポットなどを写真で投稿し香取市ホームページに随時掲載さ

れる市民も市外の方も『みんな』楽しめる情報ページがほしい。香取市民が知らないけ

ど観光で見つけた！誰も知らない新しい佐原の魅力。新しい香取の魅力が見つかるかも

しれないので是非やってほしい。その他にも、香取市役所職員がおすすめする観光ガイ

ド情報『かとり散歩』みたいな感じに、春夏秋冬楽しめる情報や季節限定で楽しめる観

光情報を発信するコーナーがほしい。 

・ 観光情報を見に行くのにクリック数が多過ぎるのと、まとまりがない。 

・ 遊びの情報をもっと充実させてほしい。 

・ イベントだけでなく、川で何が釣れるとか畑で何がとれるとか等。 

問 4 改善に向けた自由意見 
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「震災・防災・緊急情報」に関する意見                     

・ 震災関連情報は、何が更新されたのか、わからない。 

・ 震災関連をもっとわかりやすくしてほしい。特に島の復興状況とか。避難していると詳細

な情報がほしくなります。 

・ 携帯の緊急連絡は止めたのですか？また、再開されることを望みます。震災後に止めるの

はおかしいかと思います。 

・ 液状化などの被害があった地震、洪水などで河川氾濫水位まで達したなどやはり防災情報

は、欠かせないと思いますので防災情報欄にテロップでなどを最新防災情報を表示すると

さらにわかりやすくなると思います。『防災情報はありません』『こちらは、香取市役所で

す。利根川が大雨のため水位が上昇しています。』『こちらは、香取市役所です。利根川が

大雨のため水位が上昇し氾濫水位を超えました』などでトップ画面でテロップ表示すると

わかりやすいと思います。 

・ 東日本大震災で香取市内は地震の被害がありましたので、防災情報は市民にとって必要不

可欠だと感じます。地震液状化マップ、土砂災害危険マップ、浸水被害危険マップ等を掲

載してほしい。香取市内（佐原、小見川、栗源、山田）をエリア別にして医院・病院・歯

科医院の情報も掲載してほしい。急病やこどもの救急情報などもあると便利だと感じた。 

 

「レイアウト・デザイン」に関する意見                     

・ レイアウトも色使いも好感が持てます。 

・ 全体的にカラーを使いすぎている感がある。 

・ 一番見てほしい情報はなんなのかというと、やはり“お知らせ”なのではないでしょうか。

とすると、くらしのガイドブックより上にくるべきであると考えます。スクロールしない

と見えない部分は、より優先度の低いものであるべきです。（みなさんに回答をいただき

たいであろう、この香取市ホームページ利用者アンケートの入口も一番良い場所にありま

すよね。）ウェブサイトにアクセスし、最初に目が行く画面に今一番ホットな情報を載せ

ることで、くらしのガイドブックを目的に見に来た人も寄り道を期待するイメージです。

順番としては、お知らせ ＞ イベント ＞ トピック ＞ くらしのガイドブック（or くら

しのガイドブック ＞ トピック ← 対象・更新度が低い？）になるでしょうか。 

・ 今までにないような斬新なものも惹かれますが、情報取得がしやすい使い勝手の良いサイ

トが大前提と思います。やはり目を引くのは写真・映像・動きのあるものを取り入れるの

も方法と思います。それらを多用し効果的に市の宣伝をしたらいかがかと思います。 

 

「リンク切れなど」を指摘する意見                      

・ リンク切れのページもあったりしましたので定期的に各課の人は確認をお願いしたい。 

・ 観光など更新されていないページが見受けられます。 

・ リンク先の確認をお願いしたい。（例 道の駅くりもと） 

・ 道の駅くりもとのホームページリンク先が違います。 

・ リンク先の確認を。 

・ 祭写真コンクールの画像が正しく表示されないことがあった（特に昨年の秋祭り）。 
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その他（情報発信の充実、わかりやすさの向上など）の意見            

・ 交通アクセスをもっとわかりやすいところに載せないと人は来ない。 

・ よく市長の写真を大きく載せているのを見かけるがそれが無いのがよい。 

・ また見たい情報にたどり着くルートが限定されており、とても探しにくい。いろんなルー

トを関連付けてほしい。 

・ 証明書の件では軽自動車購入時の住所証明（無料）をくらしのガイドブックの中に記入し

てもらうとわかりやすい。 

・ 各種申請書の記入例もあり助かります。 

・ 高齢者やスマホなどでも操作しやすくなるようにしてほしいです。 

・ 各区ごとの情報ページも作ってもらいたいです。何時の間にかホームページが香取市のみ

に統合されていて、大まかな情報しか載らなくなった。 

・ 私の知る人で県内の人なのですが、『佐原の町って倉敷みたい』という発言があったので

す。 これでは遺憾と思います。『倉敷の町が佐原みたい』と言われるようでないと、他県・

西日本の人ならば頷きますが、地元千葉県内の人から初めて知ったという感覚の人がいる

ことを知ってほしい。それだけ情報発信力が不足しているということです。 その人は安

房の方の人でなく下総国内の人です。 

・ 近隣の●●市在住です。香取市の歴史を知るため、プロフィールのサイトを閲覧いたしま

した。「歴史」のところで、天正 18年徳川幕府の関東入部にともなって、佐原の岩ケ崎に

は鳥居元忠が入り 4万石の村々を領しましたが、短期間で転封し、その後、江戸時代を通

じて市域の多くは幕府代官支配地や旗本知行地となります。」という部分の冒頭、「天正

18年徳川幕府の関東入部」というのは、正しい表現でしょうか？天正 18年といえば、豊

臣秀吉がまだ生きている頃で、徳川家康はむしろ秀吉から遠ざけられる意味もあって関東

を任されたのではないでしょうか。幕府の開府の解釈は意見の分かれるところでしょうが、

天正 18 年に徳川幕府が存在していた、というのは少し言いすぎのような気もします。 

・ やや山田びいきでしょうか？ 

・ 福祉会館の活動内容を知りたい。 
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