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• この報告書は「かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書
220513.pdf」の確認結果に基づき、修正を⾏った内容を記載しています。

• 試験に⽤いられたツールやエージェントと同じものを使い、修正の確認を⾏ってい
ます。



1. 対応状況⼀覧



対応状況⼀覧①
1 多くのページに共通する確認結果① 「助成⾦」〜「電⼦チラシ」は、マウスオーバーしたり、Tabキーを⽤いてリンクを移動しフォーカスが当たった時に、絵が⾒えなくなる。 システム ○ 10⽉20⽇ ○
2 https://kawasaki.genki365.net/entry/group/ 1.3.1 【レベルA】強調ではないと思われる箇所に、強調を⽰す<em>タグが指定されている。 システム ○ 10⽉19⽇ ○
3 1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれたり、アイコンが添えられたりしておらず、リンクをマウスオーバーしないと下線が表⽰されないため、リ

ンクの張られていない本⽂との違いが分かりづらい。
システム ○ 10⽉14⽇ ○

4 3.1.2 【レベルAA】共通フッターのコピーライト部分に英語が使⽤されているが、lang属性を⽤いて明⽰されていない システム ○ 10⽉14⽇ ○
5 3.1.2 【レベルAA】英語が使⽤されている箇所について、⾔語が変わったことをlang属性を⽤いて明⽰していない。 システム ○ 10⽉14⽇ ○
6 1.4.4 【レベルAA】Chromeの⽂字のサイズ変更機能で⽂字を極⼤にすると、⽂字が隠れる箇所がある。 システム ○ 10⽉17⽇ ○
7 1.4.3 【レベルAA】リンク部分についてマウスオーバーした時の⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓

1以上を満たしていない。
システム ○ 10⽉14⽇ ○

8 2.4.7 【レベルAA】Tabキーを⽤いてリンクを移動すると、フォーカスが当たっていることを視認しづらい。 システム ○ 10⽉14⽇ ○
9 2.4.3 【レベルA】Tabキーを⽤いてリンクを移動し、「ページの先頭へ戻る」でEnterすると、画⾯が上部へスクロールするが、再度Tabキーを押

すと、フォーカスがフッター内へ移動する。
システム ○ 10⽉28⽇ ○

10 1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれたり、アイコンが添えられたりしておらず、リンクをマウスオーバーしないと下線が表⽰されないため、リ
ンクの張られていない本⽂との違いが分かりづらい。

システム ○ 10⽉14⽇ ○

11 1.4.4 【レベルAA】Chromeの⽂字のサイズ変更機能で⽂字を極⼤にすると、⽂字が隠れる箇所がある。 システム ○ 10⽉14⽇ ○
12 多くのページに共通する確認結果② （参考）ページタイトルに「かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜」が⼊っていない。 システム ○ 10⽉14⽇ ○
13 https://kawasaki.genki365.net/G0000001/ 1.4.3 【レベルAA】SNSを読み込んでいる中に、⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満

たしていない箇所がある。
システム 対応できない https://waic.jp/qa/partial/

https://waic.jp/docs/UNDERSTANDING-
WCAG20/conformance.html#uc-partial-
third-head

アクセシビリティ⽅針のところに「例外事項」として、
「SNSなどの外部提供のサービスは対象外」といった形
で記載するのが⼀般的
参考︓内閣府
https://www.cao.go.jp/notice/accessibility_
guidelines.html

14 1.4.1 【レベルA】SNSを読み込んでいる中に、リンク部分に下線が引かれておらず、リンクの張られていない本⽂との違いがわからない箇所があ
る。

システム 対応できない 同上

15 3.1.2 【レベルAA】共通フッターのコピーライト部分に英語が使⽤されているが、lang属性を⽤いて明⽰されていない システム ○ 10⽉14⽇ ○
16 3.1.2 【レベルAA】英語が使⽤されている箇所について、⾔語が変わったことをlang属性を⽤いて明⽰していない。 システム ○ 10⽉14⽇ ○
17 1.4.3 【レベルAA】リンク部分についてマウスオーバーした時の⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓

1以上を満たしていない。
システム ○ 10⽉14⽇ ○

18 2.4.7 【レベルAA】Tabキーを⽤いてリンクを移動すると、フォーカスが当たっていることを視認しづらい。 システム ○ 10⽉14⽇ ○
19 1.3.1 【レベルA】強調ではないと思われる箇所に、強調を⽰す<em>タグが指定されている。 システム ○ 10⽉19⽇ ○
20 2.4.3 【レベルA】Tabキーを⽤いてリンクを移動し、「ページの先頭に戻る」でEnterすると、画⾯が上部へスクロールするが、再度Tabキーを押

すと、フォーカスがフッター内へ移動する。
システム ○ 10⽉28⽇ ○

21 1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれたり、アイコンが添えられたりしておらず、リンクをマウスオーバーしないと下線が表⽰されないため、リ
ンクの張られていない本⽂との違いが分かりづらい。

システム ○ 10⽉14⽇ ○

22 1.4.4 【レベルAA】Chromeの⽂字のサイズ変更機能で⽂字を極⼤にすると、⽂字が隠れる箇所がある。 システム ○ 10⽉28⽇ ○
23 多くのページに共通する確認結果③ 【12,15】（参考）ページタイトルに「かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜」が⼊っていない。 システム ○ 10⽉14⽇ ○
24 https://kawasaki.genki365.net/G0001649/aboutus.html 1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれておらず、リンクの張られていない本⽂との違いがわかりづらい。※パンくずナビゲーションのリンクグ部

分。マウスオーバーしても変化しない。
システム ○ 10⽉14⽇ ○

25 1.3.1 【レベルA】強調ではないと思われる箇所に、強調を⽰す<em>タグが指定されている。※パンくずナビゲーションの現在地。 システム ○ 10⽉19⽇ ○
26 3.1.2 【レベルAA】共通フッターのコピーライト部分に英語が使⽤されているが、lang属性を⽤いて明⽰されていない システム ○ 10⽉14⽇ ○
27 3.1.2 【レベルAA】英語が使⽤されている箇所について、⾔語が変わったことをlang属性を⽤いて明⽰していない。 システム ○ 10⽉14⽇ ○
28 2.4.3 【レベルA】Tabキーを⽤いてリンクを移動し、「ページの先頭に戻る」でEnterすると、画⾯が上部へスクロールするが、再度Tabキーを押

すと、フォーカスがフッター内へ移動する。
システム ○ 10⽉28⽇ ○

29 1.4.4 【レベルAA】Chromeの⽂字のサイズ変更機能で⽂字を極⼤にすると、⽂字が隠れる箇所がある。 システム ○ 10⽉28⽇ ○
30 かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜 1.1.1、2.4.4 【レベルA】リンク画像の代替テキストがalt="メインビジュアル001"、"メインビジュアル002"等となっている。 川崎市 済 -
31 https://kawasaki.genki365.net/ 1.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満たしていない。※「ロゴ⼜はブラ

ンド名の⼀部である⽂字」や「装飾を⽬的にしていて、情報を伝えていないテキスト」などに該当する場合はJISの基準で対象外とされています。
本指摘箇所の⽬的、位置づけについてご確認下さい。

川崎市 -

32 お問い合わせ| かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜 1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれたり、アイコンが添えられたりしておらず、リンクをマウスオーバーしないと下線が表⽰されないため、リ
ンクの張られていない本⽂との違いが分かりづらい。

システム ○ 10⽉14⽇ ○

33 https://kawasaki.genki365.net/contactus/ 3.3.2 【レベルA】⼊⼒フォームで⼊⼒間違いや迷いをフォローするための例⽰等がない。 システム ○ 10⽉28⽇ ○
34 1.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満たしていない。※灰⾊の「⼊

⼒してください」全て同様。
システム ○ 10⽉19⽇ ○



対応状況⼀覧②
35 このサイトについて| このサイトについて| かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさ

き〜
1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれたり、アイコンが添えられたりしておらず、リンクをマウスオーバーしないと下線が表⽰されないため、リ
ンクの張られていない本⽂との違いが分かりづらい。

システム ○ 10⽉14⽇ ○

36 https://kawasaki.genki365.net/about/ 2.4.7 【レベルAA】Tabキーを⽤いてリンクを移動すると、フォーカスが当たっていることを視認しづらい。 システム 対応できない https://waic.jp/qa/partial/
https://waic.jp/docs/UNDERSTANDING-
WCAG20/conformance.html#uc-partial-
third-head

アクセシビリティ⽅針のところに「例外事項」として、
「SNSなどの外部提供のサービスは対象外」といった形
で記載するのが⼀般的
参考︓内閣府37 1.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満たしていない。※「ロゴ⼜はブラ

ンド名の⼀部である⽂字」や「装飾を⽬的にしていて、情報を伝えていないテキスト」などに該当する場合はJISの基準で対象外とされています。
本指摘箇所の⽬的、位置づけについてご確認下さい。

システム ロゴ⼜はブランド名の⼀部なので、対応しないSNSのシェアボタンについては、ロゴまたはブランド名の⼀部であるため対応しない

38 4.1.1 【レベルA】HTMLの仕様に準じて開始タグ及び終了タグが使⽤されていない。 システム ○ 10⽉28⽇ ○

39 団体登録について| 団体登録について| かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜2.4.4 【レベルA】リンクの前後の⽂脈を含めても、PDFファイルへのリンクであることがわからない。 川崎市
40 https://kawasaki.genki365.net/entry/group/ 1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれたり、アイコンが添えられたりしておらず、リンクをマウスオーバーしないと下線が表⽰されないため、リ

ンクの張られていない本⽂との違いが分かりづらい。
システム ○ 10⽉14⽇ ○

41 4.1.1 【レベルA】HTMLの仕様に準じて開始タグ及び終了タグが使⽤されていない。 システム ○ 10⽉28⽇ ○

42 個⼈会員登録フォーム| かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜 1.3.2 【レベルA】単語内に空⽩があるため、⾳声読み上げソフトで正しく読み上げられない。 川崎市 済 -
43 https://kawasaki.genki365.net/pt-members.php?__mode=sign_up 1.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満たしていない。 システム 対応検討中 指摘のカレンダー⾃体はブラウザ標準のため、修正でき

ない。
検討事項︓⼊⼒フォーム⾃体を変更する。11⽉中対
応。

×

44 http://genki365-renew-dev3.powercms-demo.net/pt-members.php?__mode=sign_up1.3.1 【レベルA】まとめて箇条書き<dd>が指定されているため、⾳声読み上げソフトには全体で何項⽬の箇条書きなのかが伝わらない。 川崎市 -
45 マイページ| かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜 1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれたり、アイコンが添えられたりしておらず、リンクをマウスオーバーしないと下線が表⽰されないため、リ

ンクの張られていない本⽂との違いが分かりづらい。
システム ○ 10⽉14⽇ ○

46 https://kawasaki.genki365.net/mypage/
47 お知らせ| かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜 1.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満たしていない。 システム ○ 10⽉19⽇ ○
48 https://kawasaki.genki365.net/information/ 1.1.1、1.3.1、3.3.2、4.1.2【レベルA】フォーム・コントロールにlabel要素およびtitle属性が関連付けられていない。 システム ○ 10⽉14⽇ ○
49 （公財）かわさき市⺠活動センター 1.3.1 【レベルA】箇条書きと思われる箇所でリストタグによる指定がない。 川崎市 -
50 https://kawasaki.genki365.net/G0000001/ 1.4.3 【レベルAA】 ⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満たしていない。※「ロゴ⼜はブ

ランド名の⼀部である⽂字」や「装飾を⽬的にしていて、情報を伝えていないテキスト」などに該当する場合はJISの基準で対象外とされていま
す。本指摘箇所の⽬的、位置づけについてご確認下さい。

川崎市 -

51 定員51名以上| 会議室情報| （公財）かわさき市⺠活動センター 1.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満たしていない。 システム ○ 10⽉14⽇ ○
52 https://kawasaki.genki365.net/G0000001/common_content1/category/6.html?_filter=common_content1&limit=201.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満たしていない。※「ロゴ⼜はブラ

ンド名の⼀部である⽂字」や「装飾を⽬的にしていて、情報を伝えていないテキスト」などに該当する場合はJISの基準で対象外とされています。
本指摘箇所の⽬的、位置づけについてご確認下さい。

川崎市 -

53 4.1.1 【レベルA】HTMLの仕様に準じて開始タグ及び終了タグが使⽤されていない。 システム ○ 10⽉19⽇ ○
54 親⼦で楽しむ春の⼦育てミニまつり（多摩市⺠館） | イベント・講座| かわさき市⺠活動

ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜
1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれたり、アイコンが添えられたりしておらず、リンクをマウスオーバーしないと下線が表⽰されないため、リ
ンクの張られていない本⽂との違いが分かりづらい。

システム ○ 10⽉17⽇ ○

55 https://kawasaki.genki365.net/G0000001/system/event/5509.html 1.1.1 【レベルA】画像の代替テキストがalt="minimatsuritirasi_ページ_1"となっている。 川崎市 済 -
56 1.3.1 【レベルA】箇条書きと思われる箇所でリストタグによる指定がない。 川崎市 -
57 1.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満たしていない。※「ロゴ⼜はブラ

ンド名の⼀部である⽂字」や「装飾を⽬的にしていて、情報を伝えていないテキスト」などに該当する場合はJISの基準で対象外とされています。
本指摘箇所の⽬的、位置づけについてご確認下さい。

システム ロゴ⼜はブランド名の⼀部なので、対応しないSNSのシェアボタンについては、ロゴまたはブランド名の⼀部であるため対応しない

58 2.4.7 【レベルAA】Tabキーを⽤いてリンクを移動すると、フォーカスが当たっていることを視認しづらい。 システム 対応できない https://waic.jp/qa/partial/
https://waic.jp/docs/UNDERSTANDING-
WCAG20/conformance.html#uc-partial-
third-head

アクセシビリティ⽅針のところに「例外事項」として、
「SNSなどの外部提供のサービスは対象外」といった形
で記載するのが⼀般的
参考︓内閣府
https://www.cao.go.jp/notice/accessibility_
guidelines.html

59 1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれたり、アイコンが添えられたりしておらず、リンクをマウスオーバーしないと下線が表⽰されないため、リ
ンクの張られていない本⽂との違いが分かりづらい。

システム ○ 10⽉25⽇ ○



対応状況⼀覧③
60 ⾼齢者| 活動報告| かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜 1.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満たしていない。 システム ○ 10⽉19⽇ ○
61 https://kawasaki.genki365.net/activity/category/3.html?limit=20&_filter=report1.1.1、1.3.1、3.3.2、4.1.2【レベルA】フォーム・コントロールにlabel要素およびtitle属性が関連付けられていない。 システム ○ 10⽉14⽇ ○
62 2021年01⽉| 活動報告| Senior読書会 ※このページには、「2. 多くのページに共通する確認結果」で指摘した以外の指摘事項はありません。
63 https://kawasaki.genki365.net/G0001846/activity/202101.html
64 幼児、児童| 活動報告| かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜 1.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満たしていない。 システム ○ 10⽉19⽇ ○
65 https://kawasaki.genki365.net/activity/category/2.html?offset=20&limit=20&
_filter=report

1.1.1、1.3.1、3.3.2、4.1.2【レベルA】フォーム・コントロールにlabel要素およびtitle属性が関連付けられていない。 システム ○ 10⽉14⽇ ○

66 疾病、医療| 募集| かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜 1.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓1以上を満たしていない。 システム ○ 10⽉19⽇ ○
67 https://kawasaki.genki365.net/looking/category/5.html 1.1.1、1.3.1、3.3.2、4.1.2【レベルA】フォーム・コントロールにlabel要素およびtitle属性が関連付けられていない。 システム ○ 10⽉25⽇ ○
68 団体プロフィール| （⼀社）⽇本だじゃれ活⽤協会 1.4.3 【レベルAA】リンク部分についてマウスオーバーした時の⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5︓

1以上を満たしていない。
システム ○ 10⽉14⽇ ○

69 https://kawasaki.genki365.net/G0001649/aboutus.html 2.4.7 【レベルAA】Tabキーを⽤いてリンクを移動すると、フォーカスが当たっていることを視認しづらい。 システム ○ 10⽉14⽇ ○
70 1.3.1、1.3.2 【レベルA】表の4⾏⽬の「主な活動拠点」に⾒出し（th）が指定されており、かつ、セル結合しているため、⾳声で適切に読み

上げられない。※⾳声読み上げソフトNVDA最新版を⽤いて読み上げ確認したところ、表の左上のセルから順に、「主な活動拠点団体名」
「主な活動拠点（⼀社）⽇本だじゃれ活⽤協会」「主な活動拠点ふりがな」・・・など、「主な活動拠点」が繰り返し読み上げられた。

システム ○ 10⽉14⽇ ○

71 1.3.1 【レベルA】箇条書きと思われる箇所でリストタグによる指定がない。 川崎市 -
72 1.4.4 【レベルAA】Chromeの⽂字のサイズ変更機能で⽂字を極⼤にすると、⽂字が隠れる箇所がある。 システム ○ 10⽉28⽇ ○



2. 修正内容（前後の⽐較）



修正前

11.3.1 【レベルA】強調ではないと思われる箇所に、強調を⽰す<em>タグが指定
されている。
参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 9ページ〜11ページ

修正後

<em>団体登録について</em> <span>団体登録について</span>

管理ID: NEWGENKI365-807

<em>（公財）かわさき市⺠活動センター</em>

<em>団体プロフィール</em>

<span>（公財）かわさき市⺠活動センター</span>

<span>団体プロフィール</span>



修正前

1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれたり、アイコンが添えられたりしておらず、リ
ンクをマウスオーバーしないと下線が表⽰されないため、リンクの張られていない本⽂との
違いが分かりづらい。

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 9ページ〜11ページ

修正後

管理ID: NEWGENKI365-808

以下も同様 以下も同様



修正前

3.1.2 【レベルAA】英語が使⽤されている箇所について、⾔語が変わったことを
lang属性を⽤いて明⽰していない。
参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 9ページ〜11ページ

修正後

<small>Copyright © 公益財団法⼈かわさき市⺠活動セ
ンター All rights reserved.</small>

管理ID: NEWGENKI365-809

<div class="p-footer__poweredby">Powered <a href=〜

<small><span lang="en">Copyright </span>© 公益財団法
⼈かわさき市⺠活動センター <span lang="en">All rights 
reserved.</span></small>

<div class="p-footer__poweredby"><span 
lang="en">Powered By</span> <a href=”〜

以下も同様 以下も同様



修正前

1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれたり、アイコンが添えられたりしておらず、リ
ンクをマウスオーバーしないと下線が表⽰されないため、リンクの張られていない本⽂との
違いが分かりづらい。

修正後

管理ID: NEWGENKI365-810

以下も同様 以下も同様

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 9ページ〜11ページ



修正前 修正後

管理ID: NEWGENKI365-812

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 9ページ〜11ページ

1.4.3 【レベルAA】リンク部分についてマウスオーバーした時の⽂字⾊と背景⾊のコントラ
スト⽐が、JISの適合レベルAAで求められている4.5：1以上を満たしていない。



修正前 修正後

管理ID: NEWGENKI365-812

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 9ページ〜11ページ

2.4.7 【レベルAA】Tabキーを⽤いてリンクを移動すると、フォーカスが当たって
いることを視認しづらい。



修正前

1.4.4 【レベルAA】Chromeの⽂字サイズ極⼤で、⽂字が隠れる箇所がある
参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 9ページ〜11ページ
※ JIS X 8341-3:2016の達成基準に抵触しないと判断されるが、確認が必要な事項

修正後

管理ID: NEWGENKI365-811



修正前 修正後

管理ID: NEWGENKI365-813

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 9ページ〜11ページ

2.4.3 【レベルA】Tabキーを⽤いてリンクを移動し、「ページの先頭へ戻る」で
Enterすると、画⾯が上部へスクロールするが、再度Tabキーを押すと、フォーカ
スがフッター内へ移動する。

※フォーカスがヘッダーからフッター内に移動していた

※フォーカスがヘッダー内を移動する



修正前 修正後

管理ID: NEWGENKI365-814

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 14〜16ページ,18ページ他

1.4.1 【レベルA】リンク部分に下線が引かれたり、アイコンが添えられたりして
おらず、リンクをマウスオーバーしないと下線が表⽰されないため、リンクの張ら
れていない本⽂との違いが分かりづらい。



修正前 修正後

管理ID: NEWGENKI365-815

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 14ページ

3.3.2 【レベルA】⼊⼒フォームで⼊⼒間違いや迷いをフォローするための例⽰等
がない。

※その他のフォームについても全⾯的に例⽰を⾒直しました。



修正前 修正後

管理ID: NEWGENKI365-816

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 14ページ、19ページ他

1.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求
められている4.5：1以上を満たしていない。※灰⾊の⽂字の箇所



修正前 修正後

管理ID: NEWGENKI365-817

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 19ページ、23ページ他

1.1.1、1.3.1、3.3.2、4.1.2【レベルA】フォーム・コントロールにlabel要素およ
びtitle属性が関連付けられていない。

<fieldset> <legend class="c-form01__label"><span class="c-
form01__labelText">並び順</span></legend><!-- /.c-form01__label 
--> <div class="c-form01__field"> <div class="c-form01__select">
<select class="c-form01__selectMenu"
name="_custom_filter_order_by"> <opDon value="published_on-
descend" selected>公開⽇が新しい順</opDon> <opDon
value="published_on-ascend">公開⽇が古い順</opDon> </select>
</div><!-- /.c-form01__select--> </div><!-- /.c-form01__field-->
</fieldset>

<fieldset> <legend class="c-form01__label"><label class="c-
form01__labelText" for="_custom_filter_order_by">並び順
</label></legend><!-- /.c-form01__label --> <div class="c-
form01__field"> <div class="c-form01__select"> <select class="c-
form01__selectMenu" name="_custom_filter_order_by" Dtle="並び
順"> <opDon value="published_on-descend" selected>公開⽇が新
しい順</opDon> <opDon value="published_on-ascend">公開⽇が
古い順</opDon> </select> </div><!-- /.c-form01__select-->
</div><!-- /.c-form01__field--> </fieldset>



修正前 修正後

管理ID: NEWGENKI365-818

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 15〜16ページ、21ページ

4.1.1 【レベルA】HTMLの仕様に準じて開始タグ及び終了タグが使⽤されていな
い。

※バリデートエラー（2〜4）

※本⽂エリア以外のエラーは上記のみ

※バリデートエラー解消済



修正前 修正後

管理ID: NEWGENKI365-821

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 21ページ

1.4.3 【レベルAA】⽂字⾊と背景⾊のコントラスト⽐が、JISの適合レベルAAで求
められている4.5：1以上を満たしていない。



修正前 修正後

管理ID: NEWGENKI365-822

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 27ページ

1.3.1、1.3.2 【レベルA】表の4⾏⽬の「主な活動拠点」に⾒出し（th）が指定さ
れており、かつ、セル結合しているため、⾳声で適切に読み上げられない。



修正前

1.4.4 【レベルAA】Chromeの⽂字サイズ極⼤で、⽂字が隠れる箇所がある
参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 9ページ
※ JIS X 8341-3:2016の達成基準に抵触しないと判断されるが、確認が必要な事項

修正後

管理ID: NEWGENKI365-806



修正前

（参考）マウスオーバー時に画像が⾒えなくなる
参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 9ページ
※試験結果には影響しない

修正後

管理ID: NEWGENKI365-805



修正前 修正後

管理ID: NEWGENKI365-820

参考資料：かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 10〜11ページ

（参考）ページタイトルに「かわさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき
〜」が⼊っていない。

<title>団体プロフィール | （⼀社）⽇本だじゃれ活⽤協会
</title>

<Dtle>団体プロフィール | （⼀社）⽇本だじゃれ活⽤協会 | か
わさき市⺠活動ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜</Dtle>

<Dtle>（公財）かわさき市⺠活動センター | かわさき市⺠活動
ポータルサイト〜応援ナビかわさき〜</Dtle>



3. 申し送り事項



3. 申し送り事項
※全体への影響があり対応に時間を要するため11⽉中に対応作業完了、再度公開環境へのリリースを調整いたします。

1. Chrome の標準カレンダーのコントラスト⽐について（試験結果に対する残作業）

かわさき市⺠活動センター様_JISに基づく試験結果報告書220513.pdf 17ページ

すでに⼊⼒されているデータとの整合性が保てる形で、⼊⼒フォームを変更します。

3. Firefox での⽂字サイズのみ200％指定時の表⽰について

Firefoxでの表⽰確認を実施したところ、いくつかの箇所で⽂字の重
なりや表⽰の問題を検知しているため、軽微なものから解消させてい
く⽅針です。

以下は、社内チェックにより判明している追加修正

2. マイメディアテーマにおけるラジオボタンの関連付け

ログインしていないとき、「規約に同意します」の部分にラジオボ
タンを関連付けるためにfieldset要素及び legend 要素を⽤いていな
いため、マイメディア全テーマに対して解消させます。


