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画面の構成

主に「みんなの公共サイト運用ガイドライン（2016年版）」（以下、「運用ガイドライン」）の

主要な内容を抜粋し構成しています。運用ガイドラインの該当ページがある場合は、右

上に、該当ページ数を示しています。

運用ガイドライン該当ページ

運用ガイドラ
インの主要な
内容（抜粋）
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1．取組が必要な背景
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ウェブアクセシビリティとは

2.1.1. 意味

〇 ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障害者を含めて、誰もがホームページ等で

提供される情報や機能を支障なく利用できることを意味します。

運用ガイドライン P17
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ウェブアクセシビリティの必要性

2.1.2. ウェブアクセシビリティの必要性

〇 インターネットの普及により、健常者と同様に高齢者や障害者にとってホームペー

ジ等は重要な情報源となっています。

〇 しかし、情報を提供する側がウェブアクセシビリティに配慮して適切に対応をしてい

ないと、高齢者や障害者が、ホームページ等から例えば避難場所に関する情報を取

得できなかったり、パソコン等による手続きができないという問題等が発生し、社会生

活で多大な不利益が発生したり、災害時等に必要な情報が届かない状況となれば生

命の危機に直面する可能性があります。

公的機関のホームページ等で提供されている情報や機能が特定の人に利用できないと

いうことが起きないように、提供者は、ホームページ等をJIS X 8341-3:2016に対応する

こと等により、アクセシブルなホームページ等を作成することが求められています。

運用ガイドライン P17
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新型コロナウイルス関連情報の対応の重要性

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、公的機関ホームページの重要性が高まってい

ます。

そのような状況下で、国民の生命、生活に直結する情報のアクセシビリティが確保されず、

障害者や高齢者など一部の人に情報が伝わらない状況が発生しています。

総務省と厚生労働省は、令和2年4月30日に、新型コロナウイルス感染症に関する情報

提供においてウェブアクセシビリティを確保するよう、各府省庁及び地方公共団体に対し

て依頼を発出しました。

「新型コロナウイルス感染症に関する特設ウェブサイト上での情報提供に係るアクセシビリティに

ついて（依頼）」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/b_free02.html
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法律・規格・指針等

2.2.1. ウェブアクセシビリティ対応を求める法律・規格・指針

(1)条約、法、計画

• 障害者の権利に関する条約（略称：障害者権利条約）

• 障害者基本法（昭和45年法律第84号）

• 障害者基本計画（第3次計画）（平成25年9月閣議決定）

• 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号。略称：障害者差別解消法）

(2) 日本産業規格(*)関連

• JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサービス－第

3部：ウェブコンテンツ」

• 産業標準化法（日本産業規格の尊重）第六十七条（昭和24年法律第185号）

(3) 関連する指針等

• Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針

• 電子自治体の取組を加速するための10の指針

• コンピューター製品及びサービスの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイド

• 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン

※運用ガイドラインでは、個々の法律等の該当する条文を転記し具体的に紹介している（P22～）

運用ガイドライン P22

*:旧日本工業規格。平成30年に「工業標準化法」が「産業標準化法」に、「日本工業規格（JIS）」が「日本産業規格（JIS）」に変わりました。
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障害者差別解消法

2.2.1.ウェブアクセシビリティ対応を求める法律・規格・指針

障害者差別解消法（平成28年4月1日施行）において、ウェブアクセシビリティを含む情

報アクセシビリティは、合理的配慮を的確に行うための環境の整備と位置づけられてお

り、事前的改善措置として計画的に推進することが求められています。また、行政機関

等は、障害者から個別の申し出があった場合は、必要かつ合理的な配慮を行う必要が

あります。障害者基本法等も含め公的機関の対応がこれまで以上に求められています。

運用ガイドライン P22
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日本産業規格JIS X 8341-3:2016

1.5.1. JIS X 8341-3とは

JIS X 8341-3は、情報アクセシビリティの日本産業規格（*）である「高齢者・障害者等配

慮設計指針―情報通信における機器，ソフトウェア及びサービス」の個別規格として、

2004年に初めて公示されたもので、ホームページ等を高齢者や障害者を含む誰もが利

用できるものとするための基準が定められています。その後、2度の改正を経て、現在

はJIS X 8341-3:2016として公示されています。（2016年3月22日改正）

*:日本産業規格（JIS）は、鉱工業品、データ、サービスの品質、性能や試験方法などを定めた国家規格です。

（経済産業省ホームページより）

（日本産業規格の尊重）

第六十九条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に

関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に掲げる事項に関し一定の

基準を定めるときは、日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。 （産業標準化法より）

運用ガイドライン P12
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これまでの経緯

ウェブアクセシビリティの日本産業規格であるJIS X 8341-3は2004年に公示されました。

JIS X 8341-3の制定・改正に合わせて、総務省は、公的機関にウェブアクセシビリティの推進を求め

る「みんなの公共サイト運用モデル」を2005年に策定、2010年に改正し、2016年には内容をより分か

りやすく刷新するとともに、「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」と名称を変更し、あらた

めて公表(*)しました。

また、総務省では、ウェブアクセシビリティの推進を支援する評価ツール「miChecker」を開発し、初期

バージョンを2010年に公表、現行バージョンを2016年に公表(*)しました。

*:過去のみんなの公共サイト運用モデル、みんなの公共サイト運用ガイドライン（2016年版）、これまでに公表されたmiCheckerは、いずれも全国の
地方公共団体に郵送で配布するとともに、総務省ホームページで公表されました。 11
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対応が求められている対象

5.1.1. 対応が求められている対象

ウェブアクセシビリティへの対応が求められている対象は、各団体が作成し運用する全

てのウェブコンテンツです。

注意点！
公式ホームページ（公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含む）はもちろんのこと、
下記に例示するとおり、関連サイトやウェブシステム、職員向けのウェブコンテンツも含めた
「全てのウェブコンテンツ」が対象です。

• 公式ホームページ（公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含む）

• 関連サイト（公式ホームページとは別に管理運営しているホームページ（例：観光用サイト、イベント用サイトなど）。指定管理者
を含む外部事業者に委託して公開しているものを含む。）

• ウェブアプリケーション、ウェブシステム（例：電子申請、施設予約、各種情報検索、蔵書検索など）

• スマートフォン向けサイト

• 携帯電話向けサイト

• KIOSK端末等で提供されるウェブコンテンツ（例：公共施設等に置かれたタッチパネル式の電子申請、施設予約など）

• CD等の媒体に収録して配布するウェブコンテンツ（例：マニュアルなど）

• 団体内で職員向けに運用するイントラネットのウェブコンテンツ

• 業務アプリケーション（例：文書管理、財務会計、住民情報管理など）のうち、ウェブ技術で作成され、ウェブ上で利用されるもの
等

取組対象（ウェブコンテンツ）の具体例

運用ガイドライン P46
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2．運用ガイドラインの概要と
公的機関に求める取組
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基本となる考え方

4.1. ウェブアクセシビリティ確保・維持・向上のための5つの柱

運用ガイドラインでは、右の図の5つ

を柱として、ウェブアクセシビリティ

確保・維持・向上のために公的機関

が実施すべき取組を解説します。

運用ガイドライン P36

ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上のための取組

ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上のために必要となる体制確保・整備、
ウェブアクセシビリティ方針の公開、試験結果の公開など基本的対応を実施すること

各団体としてウェブアクセシビリティの取組を行う対象範囲、実施内容、実現レベル
等について、段階的に拡大すること

ウェブアクセシビリティの取組を一過性のこととして終えることなく、継続的な取組
として計画し実行すること

各団体が実行した取組の確認、JIS X 8341-3:2016に基づく試験を1年に1回実施し、
結果を公開すること

高齢者・障害者の声がサイト運営に活かされるように具体的な取組を行うこと

基本的対応の徹底

段階的拡大

継続性

取組内容及び実現内容
の確認と公開

利用者との協調
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JIS X 8341 3:2016の適合レベル

5.3.5. 適合レベルと対応度の設定

(2)適合レベル
適合レベルとは、ウェブアクセシビリティ対応の達成の程度を表すものです。JIS X 

8341-3:2016の適合レベルには、レベルA（最低レベル）、レベルAA、レベルAAA（最高レ

ベル）の3段階があります。

各適合レベルにおいて、満たすべき「達成基準」が定められています。

(3)対応度
「準拠」とは、目標とする適合レベルに該当する全ての達成基準を満たすことを意味しま

す。また、「一部準拠」とは、目標とする適合レベルに該当する達成基準の一部を満た

すことができない状態を意味します。

運用ガイドライン P55

・レベルＡＡに準拠することを目指して、現実的かつできるだけ高い目標を設定すること
が求められています。

・ＡＡ準拠を設定できない場合、達成できない項目を具体化し、達成できるようになる条
件や方法について検討する必要があります。

ポイント！
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公的機関に求める取組

1.ウェブアクセシビリティの確保

(1)既に提供しているホームページ等
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠しているホームページ等

ウェブアクセシビリティ対応の取組を継続し、更に取組を推進（適合レベル、対象範囲、

取組内容の拡大等）する。

適合レベルAAに準拠していないホームページ等

速やかに、ウェブアクセシビリティ方針を策定・公開し、適合レベルAAに準拠（試験の実

施と公開）する。

(2)新規に構築するホームページ等
 構築前に「ウェブアクセシビリティ方針」を策定

 構築時に適合レベルAAに準拠（試験の実施と公開）

2.取組内容の確認と公開
１年に１回、「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表」に基づき各団体のホームページ等

について取組内容を確認・評価し、年度末までにその結果を公開する。

運用ガイドライン P4
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取組の全体像

ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開 ［5］

取組対象の把握と設定 ［5.1］

ウェブアクセシビリティ対応状況の確認 ［5.2］

ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開 ［5.3］

取組の実行 ［6］

団体内で使用するガイドラインの策定 ［6.1］

ページ作成時の対応
［6.3.1］

公開前のチェック ［6.3.2］

利用者の意見収集と対応
［6.3.3］

検証 ［6.2.3］

ユーザー評価 ［6.2.4］

ガイドラインの更新
［6.2.1］

日々の運用における取組
［6.3］

職員研修 ［6.2.2］

外部発注等に
おける取組
［6.4］

取組内容及び実現内容の確認と公開 ［7］

ウェブアクセシビリティの実現内容の確認（試験）と公開 ［7.2］

運用ガイドラインに基づいた取組内容の確認と公開 ［7.1］

ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開 ［8］

対象範囲の再設定 ［8.1］

目標とする適合レベルと対応度、期限の再設定 ［8.2］

見直し後のウェブアクセシビリティ方針の公開 ［8.3］

1年に1回
実施

計画期間に
応じて実施

改善 ［6.2.5］

年度ごとに計画し実行
する取組 ［6.2］

外部サービス
を活用した情
報発信におけ
る取組 ［6.5］

運用ガイドライン P37
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ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開

5.ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開

ウェブアクセシビリティ対応を行うべき対象を把握するために、各団体の提供す

るホームページ等の提供数、所管部署等を確認した上で、各団体として取り組む

対象範囲、適合レベル、期限を検討します。検討した内容をウェブアクセシビリ

ティ方針として文書化し、各団体ホームページ等で公開します。

運用ガイドライン P45
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図．取組の全体像（抜粋）



ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開

5.3.1. 目指すべきゴール

「5.1.3. ウェブアクセシビリティ方針を策定し取組を実行する単位の設定」で設定した対

象ごとに、対象となるホームページ等の全体について、できる限り速やかに、JIS X 

8341-3:2016の適合レベルAA準拠を実現することが求められます。

5.3.2. ウェブアクセシビリティ方針策定の考え方

以下の3点について、現実的かつできるだけ高い目標を設定します。

(1)対象範囲 （運用ガイドライン P.54参照）

(2)期限 （運用ガイドライン P.55参照）

(3)適合レベルと対応度 （運用ガイドライン P.55参照）

運用ガイドライン P53
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ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開

5.3.3. 対象範囲の設定

(1)基本となる考え方

対象とするホームページ等の全体について対応することを基本とします。

(2)ホームページ等の全体について対応することが難しい場合

全体を一度に対応する計画が現実的でない場合は、ホームページ等の一部を対象とし

たり、特定のページを対象から除外したりすることにより、対象範囲を限定した計画から

始め、段階的に対象範囲を拡大することとします。

段階的に対象を拡大する考え方の例

a)利用者にとってより重要な対象から優先的に対応するように計画する。

b)各団体の技術面、財政面や運用体制などのやむを得ない個別事情によって、現時点

では対応できないウェブコンテンツを一定期間に限り除外して取り扱う。

運用ガイドライン P54
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ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開

5.3.4. 期限の設定

(1)基本となる考え方

対象とするホームページ等の全体について、一つの期限を設定することを基本とします。

(2)ホームページ等の全体について、一つの期限を設定することが難しい場合

必要に応じて、現実的かつできるだけ高い目標となるように、対象範囲によって異なる

期限を設定したり、適合レベルを段階的に高めたりするように期限を設定します。

例1：運用形態の種別により期限を分けて設定する

CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）により運用しているページの対応期限と、CMS

の管理対象外のページの対応期限を別に設定する。

例2：適合レベルを段階的に高めていくように期限を設定する

X年までにレベルAに準拠、Y年までにレベルAAに準拠と段階的に期限を設定する。

運用ガイドライン P55
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団体内で使用するガイドラインの策定

6.1.団体内で使用するガイドラインの策定

「5.3.ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開」で作成し公開したウェブアクセシビリティ

方針を各団体のホームページ等で実現するため、JIS X 8341-3:2016に基づく各団体の

ホームページ等の作成のルールをガイドラインとして文書化します。

運用ガイドライン P64
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基本的対応の徹底

取組の実行 ［6］

団体内で使用するガイドラインの策定 ［6.1］

ページ作成時の対応
［6.3.1］

公開前のチェック ［6.3.2］

利用者の意見収集と対応
［6.3.3］

検証 ［6.2.3］

ユーザー評価 ［6.2.4］

ガイドラインの更新
［6.2.1］

日々の運用における取組
［6.3］

職員研修 ［6.2.2］

外部発注等に
おける取組
［6.4］

改善 ［6.2.5］

年度ごとに計画し実行
する取組 ［6.2］

外部サービス
を活用した情
報発信におけ
る取組 ［6.5］

図．取組の全体像（抜粋）



年度ごとに計画し実行する取組

6.2.年度ごとに計画し実行する取組

年度ごとに取組を計画し、体制の整備、ウェブアクセシビリティの検証及び改善等を継

続的に実行します。

運用ガイドライン P66

ガイドラインの更新
［6.2.1］

1年に1回程度を目安に、ガイドラインの内容に変更の必要がない
か確認し、必要に応じて見直しを行います。

職員研修
［6.2.2］

職員研修を実施し、ウェブアクセシビリティ対応の必要性、対応方
法等について周知します。日々のページ作成・更新において適切
な対応を促すとともに、過去に作成し公開したページの改善の取
組につなげます。

検証
［6.2.3］

各団体で作成し公開しているページについて、定期的にウェブア
クセシビリティの問題の有無を確認し改善につなげます。

ユーザー評価
［6.2.4］

高齢者や障害者をはじめとする利用者に実際にホームページ等
を使ってもらうことにより、ホームページ等の問題点を把握し改善
につなげます。

改善
［6.2.5］

検証、ユーザー評価で確認できた問題点に基づき、各団体で作成
し公開しているページのウェブアクセシビリティを改善します。

23

継続性

※ [ ] 内の番号は運用ガイドライン内の章・節・項の番号



日々の運用における取組

6.3.日々の運用における取組

日々のページ作成・更新等、ホームページ等の運営においてウェブアクセシビリティの

対応に取り組みます。

運用ガイドライン P83

ページ作成時の対応
［6.3.1］

新たなページを作成するとき、又は既存のページを更新すると
きに、ガイドラインに基づいてウェブアクセシビリティに対応しま
す。

公開前のチェック
［6.3.2］

ページの公開前に、ガイドラインに基づいてウェブアクセシビリ
ティの対応の有無をチェックします。

利用者の意見収集と
対応
［6.3.3］

障害者・高齢者等の意見を積極的に収集するよう努め、問題の
指摘や改善要望があった場合に速やかに対応します。

24

継続性

※ [ ] 内の番号は運用ガイドライン内の章・節・項の番号



外部発注等における取組

6.4. 外部発注等における取組

ホームページ等の新規構築、リニューアルを実施する場合は、その外部発注の準備か

ら、外部発注の実施、プロジェクトの実施、検収までの一連の作業において、ホーム

ページ等の成果物を適切にウェブアクセシビリティが確保されるよう外部発注等を進め

ます。

運用ガイドライン P102

25

外部発注の準備（仕様書の作成を含む）、プロジェクトの進行、検収等が適切に行われ

ない場合、ウェブアクセシビリティに問題のあるホームページ等が構築されるおそれが

あります。

アクセシビリティの確保や改善について仕様書で具体的に要件を示す、プロジェクトの

進行過程で十分な検証を行った上で検収する、といった対応を実行しアクセシビリティ

の確保を実現することは、発注者である公的機関の責任です。

注意点



外部サービスを活用した情報発信における取組

6.5.外部サービスを活用した情報発信における取組

ソーシャルメディアや動画配信、地図情報など外部サービスの活用を検討する際は、

当該外部サービスのウェブアクセシビリティの対応状況を把握するとともに、必要に応じ

て対応手段の検討を行います。

運用ガイドライン P116
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運用ガイドラインに基づいた取組内容の確認と公開

7.1.運用ガイドラインに基づいた取組内容の確認と公開

１年に１回、「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表」を用い取組内容の 確認を行い、

結果を各団体ホームページ等で公開します。

運用ガイドライン P122

27

取組内容及び実現内容
の確認と公開

取組内容及び実現内容の確認と公開 ［7］

ウェブアクセシビリティの実現内容の確認（試験）と公開 ［7.2］

運用ガイドラインに基づいた取組内容の確認と公開 ［7.1］

1年に1回
実施

図．取組の全体像（抜粋）



運用ガイドラインに基づいた取組内容の確認と公開

7.1.1.「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表」について

「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表」は、運用ガイドラインに基づいたウェブアク

セシビリティ確保・維持・向上のための取組について、毎年継続的に確認し評価するた

めの枠組みです。この「アクセシビリティ取組確認・評価表」を用いて対象となるホーム

ページごとに、複数年の計画を策定し、年度ごとの達成目標をたてるとよいでしょう。

運用ガイドライン P122

小計 中計

ガイドライン 6.2.1 団体として策定した共通の
ガイドラインがない、或いは
ガイドラインがあるかどうか
わからない

団体として策定した共通の
ガイドラインの存在は知って
いるが活用していない

団体として策定した共通の
ガイドラインを一部活用して
いる

団体として策定した共通の
ガイドラインに則って運用し
ている

団体として策定した共通の
ガイドラインに則って運用す
るとともに、ガイドラインの見
直すべき点を洗い出し、見直
しに参加している

職員研修 6.2.2 過去3年以内にアクセシビリ
ティに関する職員研修を実
施していない、又は参加して
いない

過去3年以内にアクセシビリ
ティに関する職員研修を実
施、又は参加した

過去2年以内にアクセシビリ
ティに関する職員研修を実
施、又は参加した

過去1年以内にアクセシビリ
ティに関する職員研修を実
施、又は参加した

毎年アクセシビリティに関す
る職員研修を実施、又は参
加しており、来年度以降も継
続する予定である

検証 6.2.3 過去3年以内にアクセシビリ
ティに関する検証を実施し問
題点を把握していない

過去3年以内にアクセシビリ
ティに関する検証を実施し問
題点を把握した

過去2年以内にアクセシビリ
ティに関する検証を実施し問
題点を把握した

過去1年以内にアクセシビリ
ティに関する検証を実施し問
題点を把握した

毎年アクセシビリティに関す
る検証を実施し問題点を把
握しており、来年度以降も実
施する予定である

改善 6.2.5 過去3年以内に、公開してい
るページの改善に取り組ん
でいない

過去3年以内に、公開してい
るページの改善に取り組ん
だ

過去2年以内に、公開してい
るページの改善に取り組ん
だ

過去1年以内に、公開してい
るページの改善に取り組ん
だ

公開しているページの改善
に毎年取り組んでおり、来年
度以降も実施する予定であ
る

取組の実現内容 7.1. 過去3年以内にアクセシビリ
ティに関する取組内容につ
いて取組確認・評価表により
確認していない

過去3年以内にアクセシビリ
ティに関する取組内容につ
いて取組確認・評価表により
確認し結果をホームページ
で公開した

過去2年以内にアクセシビリ
ティに関する取組内容につ
いて取組確認・評価表により
確認し結果を各ホームペー
ジで公開した

過去1年以内にアクセシビリ
ティに関する取組内容につ
いて取組確認・評価表により
確認し結果を各ホームペー
ジで公開した

毎年アクセシビリティに関す
る取組内容について取組確
認・評価表により確認し、結
果をホームページで公開して
おり、来年度以降も実施する
予定である

アクセシビリティ
の実現内容

7.2. 過去3年以内にアクセシビリ
ティの実現内容について、最
新のJIS X 8341-3に基づく試
験による確認を行っていない

過去3年以内にアクセシビリ
ティの実現内容について、最
新のJIS X 8341-3に基づく試
験により確認し、結果をホー
ムページで公開した

過去2年以内にアクセシビリ
ティの実現内容について、最
新のJIS X 8341-3に基づく試
験により確認し、結果をホー
ムページで公開した

過去1年以内にアクセシビリ
ティの実現内容について、最
新のJIS X 8341-3に基づく試
験により確認し、結果をホー
ムページで公開した

毎年アクセシビリティの実現
内容について、最新のJIS X
8341-3に基づく試験により確
認し、結果をホームページで
公開しており、来年度以降も
実施する予定である

利用者の意見収
集

6.3.3 一般的な意見収集としては
取り組んでいるが、アクセシ
ビリティについて積極的な意
見収集には取り組んでいな
い

アクセシビリティについて積
極的な意見収集に取り組ん
でいる

複数の手段により、アクセシ
ビリティについて特化した意
見収集を継続的に取り組ん
でいる

複数の手段により、アクセシ
ビリティについて特化した意
見収集を継続的に取り組
み、ホームページ全体の改
善に利用している

－

利用者との協力
体制／ユーザー
評価

4.3.7
6.2.4

アクセシビリティを確保・維
持・向上のために、利用者
（社会福祉協議会、当事者
団体、支援団体等を含む）へ
協力を求めたことがない

利用者（社会福祉協議会、
当事者団体、支援団体等を
含む）の声を聴取し、ホーム
ページの改善を行ったことが
ある

継続的にアクセシビリティを
チェックするモニター制度を
設け、ホームページの改善
に利用している

継続的にアクセシビリティを
チェックするモニター制度を
設け、ホームページの改善
に利用している。また、関係
部署等と連携し、利用者の
ホームページ閲覧等のスキ
ル向上につながる取組を
行っている

－

　 　 合計 0 30

利用者との
協調

0 6

満点
ポイント

継続性

0 16

実現内容の
確認と公開

0 8

運用ガ
イドライ
ン項番

0点 1点 2点 3点 4点 備考
ポイント集計欄

団体全体としての取組確認・評価シート 個々のホームページ等取組確認・評価シート

（総務省ホームページで公表）
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/
b_free/guideline.html 28

取組内容及び実現内容
の確認と公開

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html


ウェブアクセシビリティの実現内容の確認（試験）と公開

7.2.ウェブアクセシビリティの実現内容の確認（試験）と公開

ウェブアクセシビリティの実現内容について、1年に1回、JIS X 8341-3:2016に基づく試

験により確認し、結果を各団体ホームページ等で公開します。

運用ガイドライン P128
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取組内容及び実現内容
の確認と公開

取組内容及び実現内容の確認と公開 ［7］

ウェブアクセシビリティの実現内容の確認（試験）と公開 ［7.2］

運用ガイドラインに基づいた取組内容の確認と公開 ［7.1］

1年に1回
実施

図．取組の全体像（抜粋）



ウェブアクセシビリティの実現内容の確認（試験）と公開

運用ガイドライン P1287.2.1. 試験の実施

「試験」とは、各団体で策定・公開したウェブアクセシビリティ方針に基づき、対象とした

ページが、JIS X 8341-3:2016に対応できているか（適用される達成基準に関し、目標と

して設定した対応度に適合しているか）を確認することです。

ウェブアクセシビリティ基盤委員会の「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」では、

総ページ数が100ページを超えるホームページ等に対して実施する場合に、ウェブペー

ジ一式単位により実施する方法を用い、「ホームページ等を代表するページ」と「無作為

（ランダム）に選択したページ」とを併せて選択し試験を行うことが推奨されています。

30

取組内容及び実現内容
の確認と公開



ウェブアクセシビリティの実現内容の確認（試験）と公開

運用ガイドライン P129

ポイント！
専門性、客観性の観点から、ウェブアクセシビリティの試験の実施につい
て、JIS X8341-3:2016について十分な知識を有する第三者に依頼するこ
とについて検討します。この場合、単に試験結果を求めるだけでなく、
ウェブアクセシビリティが不十分である項目（部分）の具体的な改善方法
についても求めることが有効です。

31

取組内容及び実現内容
の確認と公開



ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開

８.ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開

運用ガイドラインに基づく取組内容及びウェブアクセシビリティの実現内容の

確認結果に基づき、対象範囲、適合レベル、期限の再設定を行います。

見直し後のウェブアクセシビリティ方針を各団体ホームページ等で公開します。

運用ガイドライン P132
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ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開 ［8］

対象範囲の再設定 ［8.1］

目標とする適合レベルと対応度、期限の再設定 ［8.2］

見直し後のウェブアクセシビリティ方針の公開 ［8.3］

計画期間に
応じて実施

図．取組の全体像（抜粋）



ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開

運用ガイドライン P133
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8.1. 対象範囲の再設定

必要に応じて対象範囲の見直しを行います。

(1)全体を対象に計画した場合

対象とするホームページ等の全体について対応する計画を策定している場合は、

その計画を継続することを基本とします。

(2)対象範囲を限定し計画した場合

ホームページ等の一部を対象としたり、特定のページを対象から除外したり等の場合は、

対象範囲を段階的に拡大することを検討します。



ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開
運用ガイドライン P133
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8.2. 目標とする適合レベルと対応度、期限の再設定
目標とする適合レベルと対応度、期限の見直しを行います。

(1)期限内に目標とするレベルを実現できた場合

期限内にレベルAA準拠を実現できた場合は、そのレベルを維持することを目標とします。

期限を１年度に再設定し、その段階でレベルAA準拠を再度実現していることを目標とし

取り組みます。

期限内に目標としたレベル（A 一部準拠、A 準拠、AA一部準拠）を実現できた場合は、

レベルAA準拠が求められていることを踏まえ、目標とするレベルを高くすることができな

いか検討します。

(2)期限内に目標とするレベルを実現できなかった場合

目標とするレベルと対応度、期限を改めて設定し取り組みます。なお、実現できなかった

理由を明らかにしてその改善等を検討した上で、実現できなかった項目（部分）全体の実

現を原則としつつも段階的な取組が必要と判断できる場合は、優先順位とその実現期限

を検討しウェブアクセシビリティ方針に反映させます。



ウェブアクセシビリティ方針の見直しと公開
運用ガイドライン P134
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8.３. 見直し後のウェブアクセシビリティ方針の公開

見直しを行ったウェブアクセシビリティ方針を対象とするホームページ等で公開します。

・ウェブアクセシビリティ方針の改定の履歴を公開している例（兵庫県神戸市）



3. 取組を支援する資料等

36



みんなの公共サイト運用ガイドライン（2016年版）とその関連資料等

みんなの公共サイト運用ガイドライン（2016年

版）及び関連資料を総務省ホームページで公

開しています。

 みんなの公共サイト運用ガイドライン

（2016年版）

 ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表

 参考 公的機関の取組事例集

 参考 みんなの公共サイト運用ガイドラ

インに関するFAQ（よくある質問と回答

集）

(総務省ホームページ)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html
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（参考）miCheckerについて

9.2. みんなのアクセシビリティ評価ツール
「miChecker（エムアイチェッカー）」

「みんなのアクセシビリティ評価ツールmiChecker（エムアイチェッカー）」は、

JIS X 8341-3:2016に基づくウェブアクセシビリティ対応の取組を支援するために、

総務省が開発し、提供するアクセシビリティ評価ツールです。

9.2.1. 活用例

• 新しいページの公開前に、問題の有無を確認する

• 既に公開されているページの問題の有無を確認する

• リニューアルなどの際、事業者の作成したHTML雛形やページの検証を行う

• JIS X 8341-3:2016に基づく試験に活用する

• ウェブアクセシビリティに関する知識の習得に活用する

運用ガイドライン P138
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（参考）miCheckerについて

39

9.2.4. 入手方法

• miCheckerは総務省のホームページからダウンロード可能です。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/michecker.html

9.2.5. miCheckerの画面例

運用ガイドライン P139
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