JIS X 8341-3：2016に基づく試験結果

試験実施期間

2022年2月18日～2022年2月25日

満たしている適合レベル及び対応度

レベルA一部準拠

規格の規格番号及び改正年

JIS X 8341-3:2016

対象となるウェブページに関する簡潔な説明

・ウェブページ一式を代表する1ページ
・ランダムに選択した29ページ

依存したウェブコンテンツ技術

HTML5、CSS2（スマートフォンページではCSS3）、Javascript

※適合レベルは、AAの達成基準を全て満たしていても、Aで満たしていないものがあればレベルA一部準拠となります。

達成基準チェックリスト
適合レベル

適用

結果

1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準

達成基準

A

適用

不適合

1.2.1 音声だけ及び映像だけ（収録済み）の達成基準

A

適用なし

適合

1.2.2 キャプション（収録済み）の達成基準

A

適用なし

適合

1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ（収録済み）の達成基準

A

適用なし

適合

1.2.4 キャプション（ライブ）の達成基準

AA

適用なし

適合

1.2.5 音声解説（収録済み）の達成基準

AA

適用なし

適合

1.3.1 情報及び関係性の達成基準

A

適用

不適合

1.3.2 意味のある順序の達成基準

A

適用

適合

1.3.3 感覚的な特徴の達成基準

A

適用

適合

1.4.1 色の使用の達成基準

A

適用

適合

1.4.2 音声の制御の達成基準

A

適用なし

適合

1.4.3 コントラスト（最低限レベル）の達成基準

AA

適用

不適合

1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準

AA

適用

不適合

1.4.5 文字画像の達成基準

AA

適用

適合

2.1.1 キーボードの達成基準

A

適用

適合

2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準

A

適用

適合

2.2.1 タイミング調整可能の達成基準

A

適用なし

適合

2.2.2 一時停止，停止及び非表示の達成基準

A

適用

適合

2.3.1 3回のせん（閃）光，又はしきい（閾）値以下の達成基準

A

適用なし

適合

2.4.1 ブロックスキップの達成基準

A

適用

適合

2.4.2 ページタイトルの達成基準

A

適用

適合

2.4.3 フォーカス順序の達成基準

A

適用

適合

2.4.4 リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準

A

適用

適合

2.4.5 複数の手段の達成基準

AA

適用

適合

2.4.6 見出し及びラベルの達成基準

AA

適用

適合

2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準

AA

適用

適合

3.1.1 ページの言語の達成基準

A

適用

適合

3.1.2 一部分の言語の達成基準

AA

適用

適合

3.2.1 フォーカス時の達成基準

A

適用

適合

3.2.2 入力時の達成基準

A

適用

適合

3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準

AA

適用

適合

3.2.4 一貫した識別性の達成基準

AA

適用

適合

3.3.1 エラーの特定の達成基準

A

適用なし

適合

3.3.2 ラベル又は説明の達成基準

A

適用

適合

3.3.3 エラー修正の提案の達成基準

AA

適用なし

適合

3.3.4 エラー回避（法的，金融及びデータ）の達成基準

AA

適用なし

適合

4.1.1 構文解析の達成基準

A

適用

適合

4.1.2 名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準

A

適用

適合

【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
※該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
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試験対象ページ及び指摘箇所

No.

ページタイトル

報告内容

URL

対象の
達成基準

対象の
達成基準

対象の
達成基準

対象の
達成基準

1.1.1

1.3.1

1.4.3

1.4.4

1.1.1

1.4.3

1.4.4

●画像名（alt属性値）が正しくありません。
・メインスライダーバナー「まん延防止等重点措置延長」→「大阪府 2月21日～3月6日 まん延防止等重点措置延長 オミクロン株
の特性を踏まえた感染防止対策を 〇 自らの命と健康守るため、高齢者（注）及び同居家族等日常的に接する方は、感染リスク
が高い場所への外出・移動自粛すること 〇 高齢者施設での面会は原則自粛すること 〇 高齢者の同居家族が感染した場合、
高齢者（注）の 命を守るため、積極的に大規模医療・ 療養センターもしくは宿泊療養施設において療養すること（注） 基礎疾患
のある方などの重症化リスクの高い方を含む。」
・メインスライダーバナー「自宅待機SOS」→「大阪府民のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症 大阪府 自宅待SOS 自宅待機
者等24時間緊急サポートセンター 次のような場合は、自宅待機SOSへご相談ください！ ●陽性判明日から2日経過しても、保
健所から連絡がない、連絡が取れない ●夜間・ 休日に体調が悪化したため、健康相談したい ●医師の診療を受けたいので医
療機関を紹介してほしい 自宅待機SOSの連絡先 全日24時間受付 0570-055221「ココニツーワ（ン）」 ※通話料はご相談者の負
担となります。※受信専用となります。」
・メインスライダーバナー「コロナよくある質問と相談先」→「新型コロナウイルス感染症に関する 「よくある相談」と「相談先」」
・メインスライダーバナー「PCR検査」→「大阪府民のみなさまへ 大阪府 新型コロナウイルス感染症 感染症拡大による大阪府の
無料PCR検査等実施中！」
・見出し「成人おめでとう」画像「令和4年2月号表紙」→「令和4年2月号表紙 成人おめでとう」
・見出し「広告」のバナー「介護老人保健施設アルカディア」→「医療法人 爽神堂 介護老人保健施設アルカディア」
・見出し「広告」のバナー「南海電気鉄道株式会社」→「南海電車による戸建タウン 南海くまとり・つばさが丘」
・見出し「広告」のバナー「下中自動車株式会社」→「下中自動車 熊取町でダイハツ販売45年の信頼と実績」
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ホーム

https://www.town.kumatori.lg.jp/index.html

●画像名（alt属性値）が提供されていません。
・メインスライダーバナー「空」→「山間に咲く桜の風景」
・見出し「広告」の上バナー「空」→「関西国際空港オフィシャルサイト Kansai International Airport」
・見出し「広告」の上バナー「空」→「この子を探しています 吉川 友利ちゃん」
◎見出し1が複数存在します。見出し1は1ページにつき1か所のみとしてください。
◎文字情報のコントラスト比が不足しています。
・メインナビゲーション「くらし・手続き」「健康・福祉」「子育て・教育」「生涯学習・文化・スポーツ」「産業・観光」「行政情報」白色文
字
・フッターアイコン「電話」「ファックス」白色文字
・見出し「熊取町のこと」地図の「KUMATORI TOWN」白色文字
・両サイドボタン「トップに戻る」「チャットで相談！」白色文字
●文字情報のコントラスト比が不足しています。
・見出し「広告」上のバナー「関西国際空港オフィシャルサイト Kansai International Airport」白色文字
・見出し「広告」バナー「介護老人保健施設アルカディア」の「医療法人爽神堂」白色文字
・見出し「広告」バナー「介護老人保健施設アルカディア」の「介護老人保健施設」ピンク色文字
・見出し「広告」バナー「南海電気鉄道株式会社」の「南海電鉄による戸建タウン」「南海くまとり・つばさが丘」白色文字
・見出し「広告」バナー「バナー広告募集中」白色文字
・メインスライダーバナー「コロナよくある質問と相談先」の「新型コロナウィルス感染症に関する」白色文字
・見出し「広告」バナー「介護老人保健施設アルカディア」の「アルカディア」ピンク色文字
◎文字サイズのみを拡大した際、文字とコンテンツ領域が重なって隠れてしまいます。
・「チャットで相談！」の送信ボタン

◎画像名（alt属性値）が提供されていません。
・フッターロゴ「空」→「熊取町 Kumatori Town Official Site」
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「くまとり」美しいまちづくり推進委員会

◎文字情報のコントラスト比が不足しています。
・メインナビゲーション「くらし・手続き」「健康・福祉」「子育て・教育」「生涯学習・文化・スポーツ」「産業・観光」「行政情報」白色文
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/kankyo/gyomu/kankyo_kog 字
ai/1139.html
・フッターアイコン「電話」「ファックス」白色文字
・両サイドボタン「トップに戻る」「チャットで相談！」白色文字
◎文字サイズのみを拡大した際、文字とコンテンツ領域が重なって隠れてしまいます。
・「チャットで相談！」の送信ボタン
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土砂埋立て等の規制に関する条例につい
て
(2011年6月)京都大学原子炉実験所の研
究用原子炉(KUR)と原子燃料工業株式会
社熊取事業所の安全性について

https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/kankyo/gyomu/kankyo_kog
不適合箇所はありません。
ai/1711.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/kankyo/gyomu/kankyo_kog
不適合箇所はありません。
ai/atom/1142.html

https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/joho_seisaku/gyomu/johoko
kai/2628.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/joho_seisaku/gyomu/seisak
u_keikaku/2627.html
700メガヘルツ利用推進協会によるテレビ https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/joho_seisaku/gyomu/tijoude
受信対策工事
jitaruhousou/1370.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/kyoiku_iinkai/gyomu/kyoikui
教育委員会のしくみと会議
inkai/3218.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/gyomu/spor
熊取町スポーツ協会
ts/syakaitaiikukankeidantai/6875.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/mizutomidori/gyomu/kasen
ため池ハザードマップを作成しました
_suiro/2705.html
災害で被害を受けた方の保険料等につい https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/hoken_nenkin/gyomu/kenk
て
o_iryo/kenko_hoken/3095.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/kyoiku_iinkai/gyomu/kyoikui
教育委員会会議事項及び結果
inkai/3217.html
社会保障・税番号制度による特定個人情
報保護評価

不適合箇所はありません。

熊取町第4次情報化推進計画

不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
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土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区 https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/mizutomidori/gyomu/kasen ●番号付き箇条書き、順箇条書きは番号付きリスト（ol要素）を使用してください。
域が指定されています
_suiro/2706.html
・見出し「各地区の土砂災害警戒区域図」の下の順箇条書き

14

学習支援ボランティア

15

全国の年金事務所で年金相談を実施して
います

16

保育所などの副食費を無償化します（令和
4年3月分まで延長）

17

教員免許をお持ちの方へ 【講師登録】をし
ませんか

18

保育サービスを利用するときの留意点につ
いて

19

子どもの育ち相談|専門相談(こころ)

20

熊取町国民健康保険第2期保健事業実施
計画(データヘルス計画)中間見直し版

21

委員紹介

22
23
24
25
26
27
28
29
30

https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/gakko_kyoiku/bosyu/recruit
/1564.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/hoken_nenkin/gyomu/koku
min_nenkin/3123.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/hoiku/gyomu/ninshin_syuss
an/hoikusho_kodomoen/3040.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/gakko_kyoiku/bosyu/recruit
/1567.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/hoiku/gyomu/ninshin_syuss
an/hoikusho_kodomoen/3025.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/gakko_kyoiku/gyomu/kakus
husodan/1569.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/hoken_nenkin/gyomu/kenk
o_iryo/kenko_hoken/3098.html

不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
※「学校教育課へ」にはリンクは不要でしょうか。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。

https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/gyosei_iinkai/gyomu/shingik ●表（table要素）の見出しセルにヘッダ（th要素）が使用されていません。
ai/kouheiiinnkai/3249.html
・テーブル「区分」の列箇所

https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/gakko_kyoiku/gyomu/kakus
husodan/1571.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/kohokocho/gyomu/hisho/s
町長の資産公開
hisan_kokai/2196.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/jumin/shinseisho/shinsei_k
転出届(郵送)
urashi/2493.html
医療機関用妊産婦健康診査請求書のダウ https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/kosodate_shien/gyomu/nin
ンロード
shin_syussan/kenshin_nyuyoji/8307.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/mizutomidori/gyomu/sangy
森林環境譲与税の使途について
ou/shinrin/2708.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/kankyo_center/gyomu/kank
植木等の搬入基準
yo_gomi/uketsuke/1618.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/gyomu/kank
石造地蔵菩薩立像
o_joho/rekishi_bunka/2784.html
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/gyosei_iinkai/gyomu/shingik
公平委員会の業務
ai/kouheiiinnkai/2226.html
環境センターへごみを直接持ち込まれる皆 https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/kankyo_center/gyomu/kank
様へのお願い
yo_gomi/uketsuke/1617.html
進路選択支援相談

1.3.1

不適合箇所はありません。

不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。
不適合箇所はありません。

※2で指摘した項目は30全てのページでも同じ指摘箇所がありますが、便宜上省略しています。
※●はCMS管理画面内で修正可能な箇所、◎はテンプレートなど構築側での修正が必要な箇所、※は修正推奨箇所を示しています。
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1.3.1

対象の
達成基準

