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Webデザイントレンド［自治体編］
≠自治体サイトアクセシビリティ診断



キャプチャで振り返る2015ー2016年の自治体の潮流
デザイントレンド(自治体編)Web

CSS Nite  LP 44

成田空港第3ターミナル
http://www.narita-airport.jp/t3/jp/

http://www.narita-airport.jp/t3/jp/
http://www.narita-airport.jp/t3/jp/


スライドについて

➡ あとで参加者のみなさんに配布します
➡ URLつきですのでゆったり楽しんでください
➡ むしろ思ったことをメモろう



出演者



greative.jp
原  一浩
ハラ　 カズヒロ

@kara_d

designudge.org

http://greative.jp
http://greative.jp
http://designudge.org
http://designudge.org


designudge.orgとして再始動(β) 2016OUR
SITE

https://designudge.org/ja/



www.u-works.co.jp
清家 順
セイケ　  ジュン

http://www.u-works.co.jp
http://www.u-works.co.jp


自治体サイトアクセシビリティ調査2015 2016OUR
SITE

http://www.u-works.co.jp/jichitai



自治体といえば



海外のTV番組でDisられる





ゆるキャラなめるなよ!



自治体Webデザイントレンド3回目



そもそものはじまりに
ついてさらりと...



海外Web、グローバル企業、
上場企業、自治体の
年末総まとめをする
Shiftというイベント



2015.12.26

CSS Nite



サイトピックアップの手法
➡ 海外で話題になった5000サイト+過去のリニューアル
➡ グローバル500社のサイト400サイト
➡ 地方自治体県市町村1700サイト
➡ 上場企業3400サイト
- 1部、2部、マザーズ、ヘラクレス、JASDAQ
- ほか、もと上場サイト

リニューアルされたものを
中心にピックアップ



2016
Vaqum



自治体版だけ
2012年にスピンアウト



2012年11月



CSS Nite in Ginza, Vol.66
Webデザイントレンド(自治体編)
2012年11月15日（木）アップルストア銀座で開催



2015年1月





ちなみに、
2015年12月に開催された
Shift9来たよって方?



ところで、トレンドって?



“トレンドとは最先端ではない
  時代に最適化されつつある現象である”



トレンドから得る気づき

➡ いまの表現の立ち位置
➡ 先人から今に続く悪戦苦闘
➡ これから先を考えるための歴史



自治体サイトを作る人だけが
動向をチェックすればいいのか?



自治体サイトは、

➡ 子供からお年寄りまでが対象
➡ 住む人、来る人、関係したい人と軸が多い
➡ 日本人に普遍的に伝わる表現が模索されている



キャプチャスライドの見かた



バランスのとれたモダン系構成 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.oumu.hokkaido.jp/

http://www.town.oumu.hokkaido.jp/
http://www.town.oumu.hokkaido.jp/
http://www.town.oumu.hokkaido.jp/
http://www.town.oumu.hokkaido.jp/
http://www.town.oumu.hokkaido.jp/
http://www.town.oumu.hokkaido.jp/


バランスのとれたモダン系構成 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.oumu.hokkaido.jp/



バランスのとれたモダン系構成 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.oumu.hokkaido.jp/



トレンドの塩梅エクササイズ



脳内リニューアルしてみよう!

➡ 函南町は、箱根の南、富士山を望む風光明媚で、
気候温暖、原生の森を始め豊かな自然と
特産品に恵まれた、人口約3万9千人の町

➡ 町の花　はこねざくら



函南町 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.kannami.shizuoka.jp/index.html



脳内リニューアルしてみよう!

➡ 函南町は、箱根の南、富士山を望む風光明媚で、
気候温暖、原生の森を始め豊かな自然と
特産品に恵まれた、人口約3万9千人の町

➡ 町の花　はこねざくら



函南町 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.kannami.shizuoka.jp/index.html



函南町 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.kannami.shizuoka.jp/index.html



何でもトレンド採用すればいいのか

➡ サイトの状態にあった取り入れ方
➡ 急激に劣化するトレンドもある
➡ 枯れたトレンドでリマスターもあり



本セッションの構成



本セッションの構成

➡ 自治体をとりまく状況
➡ 自治体の演出面のトピック
➡ 自治体の機能面のトピック
➡ メディアとしての自治体サイト
➡ まとめ



やさしさの追求
2015年のデザインキーワード



2015年の自治体Webの方向性

➡ やさしさの追求
➡ ページ全体をデザイン 
➡ Webサイトにおける

　ゆるキャラブーム終わりの始まり



自治体をとりまく状況



地方創生というキーワード



地方創生ってなんですか?



http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouginoba/h26/dai3/siryou3.pdf



http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouginoba/h26/dai3/siryou3.pdf



?



地方創生とは?

➡ 安倍内閣により掲げられた、東京一極集中を是正し、
地方の人口減少に歯止めをかけ、
日本全体の活力を上げることを目的とした
一連の政策である。
ローカル・アベノミクスともいう。

Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%89%B5%E7%94%9F

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%89%B5%E7%94%9F

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%89%B5%E7%94%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%89%B5%E7%94%9F


具体的にはどんなこと?

➡ 特徴を生かして、魅力ある地方をつくれよと
➡ 政府機関の地方移転などもその一環
- たとえば、消費者庁を徳島県にうつす



Webサイトの調達というはなし



そもそも調達ってなんだっけ?

➡ サイト構成、CMSリプレイス、
アクセシビリティ向上しながらのページ移行、
回線・インフラまわりが一括調達（5年）

➡ 自治体によって、ウェブコンテンツ作成要員が常駐



春日部市の例

➡ リニューアル業者が、
アクセシビリティ業務を含むリニューアル

➡ そのあと、別の業者が、
数千ページ単位でチェックして、
問題あれば差し戻し



氷見市の例

➡ 公開審査会というスタイル
- どういうこと?



公開審査会というスタイル 2016LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.himi.toyama.jp/hp/page000005500/hpg000005472.htm



別府市の例

➡ 観光サイトと行政サイトのコーディネートだけの調達
➡ でも実は、その上に、別府ブランドを司る

「総合政策アドバイザー」が鎮座



2015年のリニューアル状況



自治体サイトの
リニューアル数 2015

232 1700



自治体サイト、北から南西



日本の地域ごとに文化が異なる
➡ 東北、北陸
- 観光がグローバルナビにあるケースが多い

➡ 関東や中部の太平洋側
- 観光よりも、ビジネス系コンテンツが多い
- 岐阜、静岡は他の県のサイトと比べて、
観光系コンテンツやメニューが少ない

➡ 関西～九州
- キャンペーン、移住系が多い



北のほう



奥尻町 : 北海道 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.okushiri.lg.jp/



関東・中部



土岐市 : 岐阜県 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.toki.gifu.jp/



三島市 : 静岡県 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.mishima.shizuoka.jp/



西のほう



いちき串木野市 : 鹿児島県 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/



1分でわかるモダン自治体サイト



1分でわかるモダン自治体サイト

➡ ここだよマップ 
➡ 緊急情報・緊急対応
➡ ご当地ブランディング
➡ 暮らす人と観光の人の利用軸



オーソドックスな自治体サイトスタイル 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.oumu.hokkaido.jp/

http://www.town.oumu.hokkaido.jp/
http://www.town.oumu.hokkaido.jp/
http://www.town.oumu.hokkaido.jp/
http://www.town.oumu.hokkaido.jp/
http://www.town.oumu.hokkaido.jp/
http://www.town.oumu.hokkaido.jp/


オーソドックスな自治体サイトスタイル 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.oumu.hokkaido.jp/



オーソドックスな自治体サイトスタイル 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.oumu.hokkaido.jp/



オーソドックスな自治体サイトスタイル 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.oumu.hokkaido.jp/



災害版トップページ



災害版ホームページ 2013LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.ibaraki.jp/



災害版ホームページ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.ibaraki.jp/



災害版ホームページ : 関東・東北豪雨 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.ibaraki.jp/



災害版ホームページ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.ibaraki.jp/



企業でも求められる
緊急時トップページも考えておこう



日本の自治体

演出面の表現トピック

自治体の演出面の表現トピック グローバル企業 上場企業自治体の機能面の表現トピック グローバル企業メディアとしての自治体サイト



日本の自治体

演出面の表現トピック

➡ フッター山
➡ 水彩、手書き
➡ 複合型ここだよマップ
➡ ゆるキャラその後
➡ おまけ : リンクなしカルーセル



フッター山



フッター山とは

➡ フッターにある山状の写真もしくは絵
➡ 地域ブランディングの派生
➡ 地域によって様々な山がある



ちいさなフッター山 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.gyoda.lg.jp/



ちいさなフッター山 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.gyoda.lg.jp/



ちいさなフッター山 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.gyoda.lg.jp/



フッター丘 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.uruma.lg.jp/



フッター丘 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.uruma.lg.jp/



フッター丘 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.uruma.lg.jp/



やさしいフッター山 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.kasagi.lg.jp/



フッター山 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.kasagi.lg.jp/



フッター山 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.kasagi.lg.jp/



フッター山は何のためにあるのか?



フッター山なぜなに?

➡ 安定感説
- ドアマットも安定感のためだった説

➡ 終端説
- さすがにここから先はないだろうという目印

➡ 積極的な表現ではないのかも
- 「らしさ」の苦肉の策



水彩、手書き、やさしさの表現



水彩タッチ

➡ 2014年以降採用事例が増えてきた
➡ フラット系に振るサイトと

水彩などアナログ系に振るサイト
➡ 地元の画家の採用事例もある



元祖水彩 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.takashima.shiga.jp/



元祖水彩 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.takashima.shiga.jp/



水彩でほのぼの感 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/



水彩でほのぼの感 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/



水彩でほのぼの感 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/



手書き感

➡ フォントやアイコンなど、手書き感のあるものも
採用が多い

➡ フォントがしっかりしていても、囲みに
オーガニック（有機的）なスタイルがついたり



手書き感のあるアイコン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.gyoda.lg.jp/



手書き感のあるアイコン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.gyoda.lg.jp/



ぼてっとしたアクティブ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.toshimamura.org/life



ぼてっとしたアクティブ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.toshimamura.org/life



水彩タッチや手書き感は、
なぜ増え始めているか?



すべてが手書きに
なっていくわけではないが

➡ 都市部では、カチッと施策アピール系
➡ 田舎に行けば行くほど、景色
➡ 特設サイト、特に移住・定住コンテンツや、

子育てなどはやさしさ感が高い



ここだよマップ第2世代



ここだよマップ第2世代型の特徴

➡ なんとなくの場所だけでなく、具体的に
➡ ビジュアルデザインの一部としても機能する
➡ 補足情報が多く、コンテンツ量が多い
➡ 場所や地形そのものが魅力の一つなら、

いい要素だと思う



ここだよマップ第2世代 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/



ここだよマップ第2世代 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/



そこだけに市章があり、メタ情報も豊富 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.iyo.lg.jp/



そこだけに市章があり、メタ情報も豊富 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.iyo.lg.jp/



背景に地図を置くタイプのスタイル 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.tamamura.lg.jp/



背景に地図を置くタイプのスタイル 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.tamamura.lg.jp/



メインイメージとして、一つ一つの島を紹介 2015LOCAL
GOVERNMENT

https://www.town.kamijima.lg.jp/



ここだよマップは今後もっと進化すると推測



ここだよマップは、
なぜ今後もっと進化すると推測したか

➡ 場所(地理)こそが、自治体にとって
最も重要なアイデンティティの一つだから



ゆるキャラの先



Webサイトにおける
ゆるキャラブームというのは確かにあった

➡ 一時期はロゴの隣にいたりする時期も
➡ 市長の部屋と同じくらいの位置で

ゆるキャラ専用の部屋があった
➡ 雌雄が決してしまったので、

今から主役になれないと感じている



ゆるキャラの優先度 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.maniwa.lg.jp/



ゆるキャラの優先度 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.maniwa.lg.jp/



ゆるキャラの優先度 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.maniwa.lg.jp/



ゆるキャラの優先度 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.maniwa.lg.jp/



そしてグロナビへ 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.satsuma-net.jp/



そしてグロナビへ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.satsuma-net.jp/



そしてグロナビへ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.satsuma-net.jp/



あいちゃんまん 2013LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/



あいちゃんまん 2013LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/



あいちゃんまん 2013LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/



さようなら、
さようなら、あいちゃんまん…



あいちゃんまん 2013LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/



トレンドになりやすいもの



何がトレンドになりやすい?



トレンドになりやすい4つの要素

➡ 再現しやすい
➡ 効果が高い (ex.センス良く見える)
➡ 一般の人にわかりやすい
➡ それほど個性的でない



日本の自治体

機能面の表現トピック

自治体の演出面の表現トピック グローバル企業 上場企業自治体の機能面の表現トピック グローバル企業メディアとしての自治体サイト



日本の自治体

機能面の表現トピック

➡ 法人番号
➡ 今年の入り口分割状況
➡ コンシェルジュという方向性
➡ ワッペン
➡ 広告の是非
➡ おまけ : 小さなカルーセル



法人番号



法人番号とは?

➡ 株式会社などの法人等に指定される13桁の番号
➡ 個人番号（マイナンバー）と異なり、原則として公表
➡ 行政を効率化し、国民の利便性を高め、

公平かつ公正な社会を実現する社会基盤



法人番号、持ってる人?



フッターに法人番号記載 2016LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.itami.lg.jp/



フッターに法人番号記載 2016LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.itami.lg.jp/



ヘッダーに法人番号 2016LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.tokushima.jp/



ヘッダーに法人番号 2016LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.tokushima.jp/



フッターに法人番号記載 + 専用ページ用意 2016LOCAL
GOVERNMENT

https://www.city.kuki.lg.jp/index.html



フッターに法人番号記載 + 専用ページ用意 2016LOCAL
GOVERNMENT

https://www.city.kuki.lg.jp/index.html



フッターに法人番号記載 + 専用ページ用意 2016LOCAL
GOVERNMENT

https://www.city.kuki.lg.jp/index.html



一番多いケース、専用ページオンリー 2016LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.wako.lg.jp/home/shisei/_13209/_14785/_15564.html



一番多いケース、専用ページオンリー 2016LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.wako.lg.jp/home/shisei/_13209/_14785/_15564.html



法人番号、サイトに載せますか?



法人番号、サイトに掲載する?

➡ 公的機関はどこも掲載するようになるのでは?
➡ 掲載しなくても調べればわかる
➡ でもなんか不安?



今年の入り口分割状況



新しい入り口分割のスタイル

➡ ちょっと実験的なスタイルが坂戸市で実践
➡ 入り口に関する概要がランディングページ風に
➡ 1ページ目はファーストビュースプラッシュ



ファーストビュースプラッシュ? 2015LISTED
COMPANY

http://www.jvckenwood.com/



ファーストビュースプラッシュ? 2015LISTED
COMPANY

http://www.jvckenwood.com/



新しい入り口分割のスタイル 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.sakado.lg.jp/



新しい入り口分割のスタイル 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.sakado.lg.jp/



新しい入り口分割のスタイル 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.sakado.lg.jp/



コンシェルジュという方向性



最近ちょっと話題になった
この自治体サイト



神戸市 2015LOCAL
GOVERNMENT



神戸市 2015LOCAL
GOVERNMENT



そのほかのコンシェルジュスタイル



菊池市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kikuchi.lg.jp/



うるま市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.uruma.lg.jp/



柏崎市



じいちゃん登場 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/



じいちゃん登場 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/



神戸市リニューアルのひみつ

➡ どういうプロセスで、このデザインになったのか?
➡ 自治体のサイトがこのような形をとる状況は?



ワッペン



ワッペンとは?

➡ バナーでも、ボタンでも、カルーセルでもなく
サイトに張り付いているリンク

➡ 紋章、巻物、リボン、ハンコのような意匠
➡ カルーセルに乗っているタイプも多い



特徴的なワッペン 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html



特徴的なワッペン 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html



観光ガイドに多いワッペンスタイル 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.yuki.lg.jp/page/dir000005.html



観光ガイドに多いワッペンスタイル 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.yuki.lg.jp/page/dir000005.html



ヘッダーにあるタイプのワッペン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.gyoda.lg.jp/



ヘッダーにあるタイプのワッペン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.gyoda.lg.jp/



なぜに、ワッペン?



なぜにワッペン

➡ 単にリンクをヘッダに置きたかった
➡ 最優先に押させたいわけではないが、目立たせたい
➡ 昔でいうところのマップが今風になったものでは?



広告の是非



自治体サイトには、高確率で広告エリアあり

➡ ただし、広告が入っていないケース
➡ 広告なのか関連サイトかわからないケース
➡ 広告スペースがいっぱいあるケース



愛知県のバナーエリア 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.aichi.jp/



問題 : どこが広告エリアでしょうか?



愛知県のバナーエリア 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.aichi.jp/



自治体サイトには、高確率で広告エリアあり

➡ 株式会社ホープ（福岡市）っていう、
自治体向け広告代理店



株式会社ホープ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.zaigenkakuho.com/



自治体サイトには、高確率で広告エリアあり

➡ 山梨市とかでは、全ページのフッターに同じ広告



山梨市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/



山梨市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/



日本の自治体

メディアとしての自治体サイト

自治体の演出面の表現トピック グローバル企業 上場企業自治体の機能面の表現トピック グローバル企業メディアとしての自治体サイト



メディア化が進んだ自治体サイト



オウンドメディア

➡ 《自らが所有するメディアの意》企業が消費者に向けて
発信するメディア。自社発行の広報誌やパンフレット、
インターネットの自社サイトなど。自社メディア。
- ペイドメディア 
- アーンドメディア : こちらは特設サイトへ

デジタル大辞泉



特設サイトでオウンドメディア



松戸市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.matsudo.chiba.jp/



「行政からの一方的な情報発信」ではなく、
市民や市に愛着のある人々と一緒になって

「松戸の魅力」を発見し、
市内外に情報を発信していく



松戸市 > まつどやさしいくらしラボ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://matsudo-yasashii-labo.jp/



本サイト自体をメディア化



モダン系にイメチェン 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://town.higashikawa.hokkaido.jp/



モダン系にイメチェン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://town.higashikawa.hokkaido.jp/



モダン系にイメチェン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://town.higashikawa.hokkaido.jp/



オウンドメディア的な
デザインテイスト



町章の色から大胆変更 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.biratori.hokkaido.jp/



町章の色から大胆変更 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.biratori.hokkaido.jp/



町章の色から大胆変更 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.biratori.hokkaido.jp/



市民協働兼
プロモーション



宇都宮 - 宮カフェ 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://miyacafe.jp/



宇都宮 - 宮カフェ 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://miyacafe.jp/



うまくいってる(ように見える)
メディア化サイトとは?



うまくいってる(ように見える)
メディア化サイトとは?

➡ うまくいっているメディアっぽい形
➡ 盛り上がっているようにみえる
➡ 来年どうなるか期待



まとめ



2015年の
自治体Webデザイントレンドまとめ

➡ 独自の事情で、独特なデザインができる
➡ メディアとしてのWebサイトを意識
➡ かってのゆるキャラの勢いが減った



キャプチャで振り返る2015ー2016年の自治体の潮流
デザイントレンド(自治体編)Web

CSS Nite  LP 44

ありがとうございました!!

成田空港第3ターミナル
http://www.narita-airport.jp/t3/jp/

http://www.narita-airport.jp/t3/jp/
http://www.narita-airport.jp/t3/jp/


おまけ



細かなネタ



リンクなしカルーセル



リンクなしとは、
どういうこと?

➡ 写真やイラスト、ポスターなどが並ぶ
➡ リンクがついているので詳細情報は、ない



停止ボタンなど完備 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.tsushima.lg.jp/



停止ボタンなど完備 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.tsushima.lg.jp/



ふしぎなブレット 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.fujisato.akita.jp/



ふしぎなブレット 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.fujisato.akita.jp/



トップページつきのカルーセル 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.shinjo.yamagata.jp/



トップページつきのカルーセル 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.shinjo.yamagata.jp/



トップページつきのカルーセル 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.shinjo.yamagata.jp/



リンクなしカルーセルには、
どんな事情が隠されているんだろう?



リンクなしにする事情

➡ 写真を見せる場所という認識
➡ そもそもコンテンツがない
- 岐阜県とか、ほぼ全部、県内市町村の観光サイトに飛ぶ



小さなカルーセル



ふしぎな小さいカルーセルが散見される

➡ いたるところで発見されます
➡ 1ページに2個もあったりする
➡ スペースは小さい



こういうもの 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.iizuka.lg.jp/



こういうもの 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.iizuka.lg.jp/



こういうもの 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.iizuka.lg.jp/



こういうもの 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.iizuka.lg.jp/



小さなカルーセル、省スペースのため?



小さなカルーセル、なんのため?

➡ 庁内の力関係から、コーディネートをあきらめる
➡ 面積を広げない中で、多くの素材を置きたい
➡ 市川市のような強引なカルーセルも出てきた



市川市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.ichikawa.lg.jp/



市川市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.ichikawa.lg.jp/



アイコンとローカルナビが一致



ローカルナビと一致 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.tarumizu.lg.jp/hisho/kurashi/index.html



ローカルナビと一致 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.tarumizu.lg.jp/hisho/kurashi/index.html



ヘッダ固定スタイル



ヘッダ固定スタイル 2015LOCAL
GOVERNMENT

https://www.town.setouchi.lg.jp/cho/index.html



ヘッダ固定スタイル 2015LOCAL
GOVERNMENT

https://www.town.setouchi.lg.jp/cho/index.html



行事の見易さ



わかりやすい行事表示 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.yuki.lg.jp/page/dir000002.html



わかりやすい行事表示 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.yuki.lg.jp/page/dir000002.html


