
タイトル 東大阪市ウェブサイトに関するアンケート

概要

回答 選択人数 ％

よくできている 27人 14.75%  ふつう 63.4%

ふつう 116人 63.39%  まだまだ工夫が必要 21.9%

まだまだ工夫が必要 40人 21.86%  よくできている 14.8%

回答 選択人数 ％
毎日 2人 1.09%  数か月に1回程度 38.8%

数日に1回程度 8人 4.37%  1か月に1回程度 19.1%

1週間に1回程度 15人 8.20%  数週間に1回程度 14.8%

数週間に1回程度 27人 14.75%  1年に1回程度 9.8%

1か月に1回程度 35人 19.13%  1週間に1回程度 8.2%

数か月に1回程度 71人 38.80%  その他 9.3%

1年に1回程度 18人 9.84%
アクセスしたことがない 7人 3.83%

回答 選択人数 ％

住民票・戸籍などに関すること 35人 8.56%  子育て・教育などに関すること 17.1%

国民健康保険・後期高齢者医
療保険などに関すること

25人 6.11%  環境・ごみなどに関すること 16.9%

環境・ごみなどに関すること 69人 16.87%  市役所へのアクセス・施設案内などに関すること 9.3%

税金などに関すること 28人 6.85%  担当課の連絡先などに関すること 9.3%

子育て・教育などに関すること 70人 17.11%  住民票・戸籍などに関すること 8.6%

障害福祉・高齢福祉・介護保険
などに関すること

25人 6.11%  その他 38.9%

道路・公園・住宅・耐震診断な
どに関すること

10人 2.44%

入札・契約などに関すること 7人 1.71%

市役所へのアクセス・施設案内
などに関すること

38人 9.29%

担当課の連絡先などに関する
こと

38人 9.29%

災害などに関すること 9人 2.20%

救急医療などに関すること 24人 5.87%

その他 30人 7.33%

未回答 1人 0.24%

3. 東大阪市ウェブサイトにどれくらいの頻度でアクセスしますか。（必須）

4. 東大阪市ウェブサイトでよく調べる項目はなんですか。(複数回答可)

1. 会員番号を入力してください。
(会員番号はメール本文に記載しています)（必須。3文字。半角英数(記号)）

2. 東大阪市ウェブサイトを評価してください。（必須）

平成28年度に東大阪市ウェブサイトをリニューアルすることに伴い、より良いサイト作りを行うための
アンケートです。

対象者数：253人　　有効回答数：183人　　回答率：72.3%

およそ7割の方が、数週間から数か月に1回程度の頻度でみられていることがわかりました。 

「ふつう 」が半数を超え、次いで「まだまだ工夫が必要」が2割を超えており、2つを足すと8割を超えるこ

とから改善の必要性が求められる結果となっている。 



具体的な内容を教えてください。（40文字以内）

回答 選択人数 ％

必要な情報が探しやすい 70人 19.66%  必要な情報が探しにくい 20.2%

必要な情報が探しにくい 72人 20.22%  必要な情報が探しやすい 19.7%

写真が多い 2人 0.56%  写真が少ない 15.2%

写真が少ない 54人 15.17%  デザイン性がない 15.2%

文字が多い 32人 8.99%  文字が多い 9.0%

文字が少ない 5人 1.40%  その他 20.8%

デザイン性がある 13人 3.65%

デザイン性がない 54人 15.17%

色が鮮やかである 16人 4.49%

色が鮮やかでない 26人 7.30%

その他 12人 3.37%

具体的な内容を教えてください。（1000文字以内）

回答 選択人数 ％

静岡県藤枝市 30人 16.39%  奈良県生駒市 33.9%

栃木県日光市 29人 15.85%  静岡県藤枝市 16.4%

東京都台東区 19人 10.38%  栃木県日光市 15.8%

東京都豊島区 18人 9.84%  東京都台東区 10.4%

奈良県生駒市 62人 33.88%  東京都豊島区 9.8%

佐賀県唐津市 12人 6.56%  その他 13.7%

熊本県菊池市 13人 7.10%

5. 問4で「その他」と回答された方に質問です。

回答（一部要約・抜粋）
・市のイベント情報など
・ラグビーの情報など
・人口、世帯数等の統計資料
・施設の情報など

6. 東大阪市ウェブサイトのトップページを評価してください。(複数回答可)

7. 問6で「その他」と回答された方に質問です。

回答（一部要約・抜粋）

・表面的なトップページはいいが、中に入って行くほど中身が充実していない。
・表示に時間がかかる
・ごちゃごちゃしすぎている

8. 平成28年の全国広報コンクールのウェブサイト(市部)部門で表彰された7都市のトップページの中で、1番良いと感じるものはどれ
ですか。（必須）

「子育て・教育などに関すること  17.11%」、「環境・ごみなどに関すること  16.87%」など、生活に密着し

た情報をよく調べることがわかりました。 

「必要な情報が探しやすい 70人」と「必要な情報が探しにくい 72人」がほぼ同数となり、掲載している情

報により探しやすさに差があると推測されました。 

また、写真が少なく、文字が多くてごちゃごちゃしており、デザイン性がないと多くの方からご意見をいた

だきました。 

最も多かったのが「生駒市 33.88%」で全体の1/3の支持を獲得し、次いで「藤枝市 16.39%」、 

「日光市 15.85%」となりました。 



＜日光市＞

＜台東区＞

＜豊島区＞

＜生駒市＞

＜唐津市＞

＜菊池市＞

＜藤枝市＞
回答（一部要約・抜粋）

回答（一部要約・抜粋）

・綺麗な写真がトップページにあると癒されます
・とても爽やかで、見たくなるページ
・次へのリンクの選択肢が少ないので、最初からたくさん字を読まなくても良い
・デザインが斬新でシンプルでわかりやすい
・風景写真にインパクトがあり、街を想像しやすい
・トップページが明るいと、見てみたいと思う

・わかりやすい
・明るい印象を受ける
・色使いがいい
・画像をうまく使い、文字が少ないので見やすい
・アイコンがよい

・次のページに行きやすく見やすい
・写真が多くわかりやすい
・写真だけのトップページは論外と考えるので
・在住者以外の目線で作成されて印象がよい
・必要な情報にたどりつきやすく、項目を探しやすかった

・みやすく、調べやすそう
・デザインがいい
・ネットや文字が苦手な人でも億劫になることなくサイトにアクセスできると思う

・みやすく、わかりやすい
・きれい
・写真もありつつ、検索しやすい
・必要な情報が探しやすそう
・ボタンがわかりやすい
・写真と文字のバランスがよい
・シンプルなデザインで幅広い年齢層に対して、見やすく作られている
・デザイン性だけでなく、必要な情報も目に飛び込みやすい

10. 東大阪市ウェブサイトで利用しにくい箇所、改善したほうが良いと思う部分や問題点などを教えてください。

・ごちゃごちゃしすぎ
・文字が多い
・PDFとかになっていて開くのに手間がかかる
・スマホに対応していない
・トップページに情報量が多く、探すのに時間がかかる
・必要な情報が少なく中身がない
・かたい、とっつきにくい、如何にも役所という雰囲気がある
・写真や画像を多く取り入れ見やすくしてほしい

9. 問8で回答された理由を教えてください。

・すっきりとシンプルなのでわかりやすい
・イベントカレンダーが斬新
・オシャレすぎず事務的でない印象で、どの年代の方にも受け入れやすいと思う

・写真がきれいでインパクトがあった
・みやすい

広報コンクールで表彰された7都市ということで、すべての市町村で「みやすい」や「わかりやすい」と

いった意見があり、写真や画像の使い方がうまくインパクトがあるなどの意見も多くみられました。 

文字が多く、ごちゃごちゃしているという意見のほか、スマートフォンへの対応の意見も多くみられまし

た。 



回答（一部要約・抜粋）
11. 東大阪市ウェブサイトで充実させたほうが良いと考える内容を教えてください。

※「％」は小数点第3位を切り捨てしているので、合計値に+-0.1％の誤差が生じる場合があります。

・子育て関連
・名所など写真を増やして、東大阪の良さを前面に押し出してほしい
・市民公開講座、祭りなど、イベントの情報を充実してほしい
・他の地域から移り住むのに魅力のある情報
・市民の生活に密着した情報をたくさん提供してほしい
・ワールドカップに向けて、もっと盛り上がっていけるようなサイトにしてほしい
・ウェブサイトはある意味、宣伝・広報媒体であるから、写真を有効に活用して魅力的な構成、内容の充実を望みたい
・東大阪の売りや観光資源をもっとアピールしてほしい
・市民目線で常に見たくなるように
・もっとわかりやすく、利用したいものが探しやすくしてほしい

　　【総括】

　今回のアンケートを通して、現状の東大阪市のウェブサイトへの問題点や意見などを把握することができました。
　文字が多くごちゃごちゃした印象を与えているという意見が多数みられたことから、今後予定しているリニューアルにおいては写真や
画像をうまく活用して探している情報をみつけやすく、かつ市の魅力を発信できるようなサイト作りを行っていきたいと思います。

子育て関連の情報、市内で行われるイベント情報という意見が多数みられ、次いでラグビーワールド

カップに関する情報を充実された方がよいとの意見も多くみられました。 

そのほかに他の地域の方がみて、魅力のある市をＰＲしてほしいといった意見がありました。 


