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１．『天草Webの駅』団体会員機能概要 

１－１ 情報の利活用 

天草Webの駅では観光、農業、漁業、商店街、生活、教育、健康、子育てなど、多種多様な情

報を閲覧・登録できるようになります。また “Webの駅会員 “（※1）となることで、以下のような

会員向けサービスが利用できます。 

マイホームページ / グループホームページ 基本機能利用サービス 

Ｗebの駅内の団体や個人から発信されるたくさ
んの情報の中から、自分が欲しい情報だけを
整理し、自分用のページを作ることができる
サービスです。 

既にホームページを運用されている個人、団体

のページにお知らせやカレンダー、掲示板など

を追加してご利用が可能になります。 

会員一人一人及び、団体のホームページを
基本機能（※2）を組み合わせて作ることがで
きます。 

天草市民や天草市内の団体が、
独自のホームページを作成！ 

基本機能利用サービスのお知らせ機能を使って管
理システムからの情報提供ができるよう！！ 

お知らせ機能 

お気に入りの情報だけを集めたページを作って、簡
単に情報収集！ページは、観光や釣り、音楽など
自由に分類分けすることもできます。 

 天草花子さんのお気入りページ 

天草市の天気 

○○食堂の 
日替わり定食 

○○さんの 
グルメ日記 

天草市の 
イベント情報 

人気のドライブ 
スポット情報 

おすすめ 
グルメ情報 

マイページサービス 

今お持ちのホームページに機能だけ 
を追加！ 

①情報の利活用（その１） 

※1．Webの駅会員・・・Ｗebの駅内にて、天草市住民を
中心としたサービスを利用する個人・団体を 『天草会
員』と定義し、登録制とします。 
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友人同士、知人同士、特定のグループ内
でのコミュニケーションを円滑にするサー
ビスを提供します。 

特定の団体内でコミュニケーションを円滑に
するサービスや、日常業務を円滑してくれる
グループウェア的なサービスを提供します。 

釣り、グルメ、ファッションなど好きな話題で盛り上
がろう！ 日記の投稿や、イベント管理、メッセージ
等の機能を利用できます。 

どこの海に
釣りに行こう
かな。 

誰か一緒に釣
りに行きませ
んか？ 

このポイントでよ
く釣れました
よ！！ 

業務内での連絡や会議等のお知らせ、スケジュー
ル管理などグループ内の閉じた世界で、メンバー
間でコミュニケーションが取れます。 

○○プロジェク
トでいいアイデ
アはないだろう
か？ 

今日のスケ
ジュールは？ 

会議室を予約
しておこう。 

①情報の利活用（その２） 

マイコミュニティサービス グループコミュニティサービス 
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観光ガイドシステム 商店街活性化システム 

田舎暮らし応援システム（※3） 幼・保・小・中学校情報共有システム（※3） 

観光/イベントマップ、特産品ネットショップ、宿泊
施設予約、観光ボランティアマッチング・予約、観
光ナビがご利用できます。 

温泉付きの宿
を予約しよう！ 

マップ上に仮想店舗を掲載し、各店舗のネットショッ
プを構築できるサービス。 

空き家・空き店舗などの情報配信サービス。農村都
市共生や安住、滞在型の各種ツーリズムの促進を
支援します。 

空き店舗 

自分たちの
お店を開き
たい 

お米がきれ
そうだわ 

次は○○さん
ちに配達ね!! 配達ボランティア等 

おすすめの観光
地はどこかな？ 

天草の特産品を
販売しています 

幼稚園・保育園・小中学校と保護者間、地域間、施
設間、地域間にて情報共有、情報配信ができる
サービス。 

学校間連絡 
教育委員会との連絡 
教材共有 
電子会議室 
職員名簿 
お知らせ 
行事予定 
・・・ 熱がある

ので休ま
せます 

台風接近のた
め休校します 

②システムの利用（その１） 

以下の様々なシステムをパソコンだけでなく、携帯電話からも利用できます。 

※3 平成20年度以降のサービスシステムとなります。 
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健康天草支援システム（※3） 生産加工ネットワークシステム（※3） 

子育て支援システム（※3） ポイント管理システム（※3） 

一時預かり 
してくれるとこ
ろはないかしら 

一時預かり
できますよ 

保育施設 

ビタミンやミ
ネラルを摂
りましょう! 

今月は検診を
おこないます 

子育て支援や健康づくりの支援を行うため育児や
医療機関受信前の相談などについて専門家が受
付・回答できるサービス。 

最近なかなか疲れが
取れません・・・ 

もうそろそろ米作
るのも体力的にき
ついな・・・ 

マッチング 

天草で家族で
お米を作って暮
らしたい。 

地産地消、天草ブランドの創出、販売など地場産
業の活性化を支援するサービス。雇用のマッチン
グサービスなどを提供します。 

ショッピングで 
ポイントゲット！ 

100ポイントで
温泉旅行をプ
レゼント！ 

天草会員に様々な付加サービスを提供するための
地域マネーカードで、事業者向けに、ポイント管理
や利用履歴を管理できるサービス。 

子育てを支援するサービスで、子育て情報や子育
てに関する情報提供、また子供の送迎や一時預か
りを支援するサービスを提供します。 

※3 平成20年度以降のサービスシステムとなります。 

②システムの利用（その２） 
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２． Webの駅 トップ画面機能概要 
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２－１ 天草Webの駅トップページ 

2-2 ページ 

Webの駅内に登
録されたホーム
ページの紹介 

Webの駅内の 
お知らせ 

・新着情報です。 

各ホームページに掲
載されたイベント情報 

Webの駅の 
フロア案内 

会員登録後、 
ここからログイン 
します。 

新規会員登録関連
のメニューです。 

ホームページの
検索ができます 

新規加入
はここを
クリックし
ます 

Webの駅内の 
アクセスランキング

です。 

あまくさモールの 
売れ筋商品です。 

各ホームページに掲
載された日記です。 

センターからの 
お知らせです。 

最新のセンターからの 
お知らせが表示されます。 



３． 団体会員への入会 

● 入会の流れ 
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３．『天草Webの駅』団体会員入会 

３－１ 入会方法（入会の流れ） 

各団体窓口ご担当が、Webの駅ホームーページの 
『団体会員入会申し込み』から団体情報を登録 

Webの駅ホームーページ 
『団体会員ログイン』より、ログイン 

Webの駅ホームーページ 
『団体会員ログイン』より、ログイン 

団体会員向け各種サービスの利用 

●団体ホームページ公開・更新機能 

●グループコミュニティ 

●団体メンバー登録 

●各種機能組み込み 

承認 

会員仮登録完了通知メール発行 

通知メールのアドレス（URL）をクリックし、会員本登録完了 

Webの駅事務局（管
理センター）での入

会審査 

・入会申請登録内容審査 
・電話での確認 
 （天草市との関係など） 

申請却下連絡 
（電話・メールなど） 

審査NG 
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４． 団体会員入会画面 

● 入会登録画面操作方法 



４－１ 団体入会登録方法（団体基本情報） 

団体としてログイン時に利用
する会員IDを入力します 
全角文字や半角カナはご利
用いただけません 

ログイン認証のためのパス
ワードを入力します 
全角文字や半角カナはご利
用いただけません 

団体の主な所在地を選択して
下さい 

『天草市内の地域』 
のリスト内容 

『業種』のリスト内容 

『団体の種類』のリスト内容 

＊必須 の項目は必ず入力して下さい 
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４－１ 団体入会登録方法（担当者（連絡先）情報） 

入会申請の結果や緊急情報
など、管理センターからの大事
な連絡をお送りします 
携帯メールも指定可能です 

＊必須 の項目は必ず入力して下さい 

内容を修正したい場合な
どにクリックすると 
入力画面へ戻ります 

登録内容に異常が無い場合、
このメッセージが表示されます 

登録内容に訂正が無い 
場合クリックして下さい 

入力が完了したら 
クリックして下さい 
登録内容をシステム
でチェックします 
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Webの駅トップページ 
へ進みます 



４－１ 団体入会登録方法（担当者（連絡先）情報） 

登録内容に異常がある場合、
このようなメッセージが表示さ
れます 
問題個所を訂正し、再度会員
登録ボタンをクリックして下さい 

［エラーの例］ 

団体名が未入力です。 

⇒ 団体名（漢字名称）が入力されていません。 入力して下さい。 

団体名（かな）が未入力です。 

⇒ 団体名（かな名称）が入力されていません。 入力して下さい。 

住所（都道府県コード）の指定に誤りがあります。 

⇒ 住所の都道府県が選択されていません。 リストから選択して下さい。 

団体窓口担当者氏名が未入力です。 

⇒ 連絡先担当者名（漢字氏名）が入力されていません。 入力して下さい。 

団体窓口担当者氏名かなが未入力です。 

⇒ 連絡先担当者名（かな氏名）が入力されていません。 入力して下さい。 

団体窓口担当者住所（都道府県コード）の指定に誤りがあります。 

⇒ 住所の都道府県が選択されていません。 リストから選択して下さい。 

団体窓口担当者E-mailが未入力です。 

⇒ 連絡先担当者のE-Mailが入力されていません。 入力して下さい。 

団体ユーザーIDが未入力です。 

⇒ 希望する団体IDが入力されていません。 入力して下さい。 

パスワードが未入力です。 

⇒ 希望するパスワードが入力されていません。 入力して下さい。 

団体窓口担当者E-mailの指定に誤りがあります。 

⇒ 連絡先担当者のE-Mailの指定が誤っています。 アットマーク（@）が無い、全角入力などが考えられます。 
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４－２ 団体入会確定登録 

［会員登録連絡メール］ 

会員情報登録が終わっても会員情報は仮登録状態となっており、会員サービスはご利用できません。 
団体会員登録が正常に完了すると、会員情報に入力されたメールアドレスに確認メールが送信されます。 
メール本文に記載されているアドレス（URL）をクリックすることで、会員登録完了案内ページが表示され、 
会員情報が本登録されますので、必ずメールをご確認いただき、完了操作を行って下さい。 

会員情報登録完了案内 
ページのアドレス（URL） 

※会員登録連絡メールが届かない場合は、メールアドレスの入力が誤っている可能性があります。 
 その場合は、お手数ですが管理センターへご連絡をお願い致します。 

本登録完了確認画面です。 
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本登録確認画面です。 

登録されたパスワード
を入力し、［本登録］を 
クリックして下さい。 


