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ガーデンハイツ入間公式ホームページ運営ガイドライン 

 
（目的） 

第１条 このガーデンハイツ入間公式ホームページ運営ガイドライン（以下「ガイドライ

ン」といいます。）は、ガーデンハイツ入間公式ホームページ（以下「ホームページ」と

いいます。）の運営を柱とするインターネットによる情報およびサービスの配信、ならび

にその運用管理および質の確保について方針を示すものとします。 

 

（用語の定義） 

第２条 このガイドラインにおいて、次に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に示す

ところによります。 

（１） インターネット 

   多くのコンピュータとコンピュータや、ＬＡＮ（ラン）などのネットワークを、

通信回線で接続した世界規模のコンピュータネットワークのことをいいます。 

（２） プロバイダ 

   インターネットへの接続サービスやホームページの登録を代行する通信事業者で、

正式には「インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）」のことをいいます。 

（３） ホームページ 

 ここでは、パソコン上に造ったＷｅｂ（ウェブ）サイトをＷｅｂサーバーにアッ

プロードしたＷｅｂページのことをいいます。 

（４） Ｗｅｂサーバー 

   プロバイダまたはレンタル・サーバー・サービスが所有するホームページ関連の

ファイル等を保管するコンピュータのことをいいます。 

（５） Ｗｅｂサイト 

   Ｗｅｂは World Wide Web（ワールド・ワイド・ウェブ「WWW」）の略称。サイ

トは本来、サーバーの設置されているコンピュータ環境または管理者を意味します

が、ここでは一般にホームページ関連のファイルがすべて入っているサーバー上の

保管場所のことをいいます。 

（６） Ｗｅｂページ 

   閲覧ソフトで見ることができるインターネット上のページをいいます。 

（７） トップページ 

   ホームページのサイトで最初に表示されるページ画面のことをいいます。 

（８） フレーム 

   ホームページで、画面を複数の領域に分け、各フレーム（枠）に別々のＷｅｂペ

ージを表示する機能をいいます。 
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（９） ハイパーリンク 

   別のページ画面やファイルなどの飛び先を指定し、リンク先を表示する仕組みの

ことをいいます。また、他のホームページやメールアドレスを指定してリンク先を

表示させる機能をいい、単にリンクとも呼ばれます。 

（１０）アップロード 

   自分のパソコンの中にあるファイルを、インターネットなどを経由して別のコン

ピュータに転送することをいいます。 

（１１）ダウンロード 

   別のコンピュータに保存されているデータを、インターネットなどを経由して自

分のパソコンへ転送する（取り寄せる）ことをいいます。 

（１２）プラットフォーム 

   アプリケーションソフトを動作させる際の基盤となるハードウェアの環境および

設定をいいます。 

（１３）アプリケーション（ソフト） 

   文書作成、数値計算など特定の目的のために設計されたソフトをいいます。 

（１４）Ｗｅｂブラウザ 

    ホームページなどを見るためのソフトウェア（閲覧ソフト）をいい、ブラウザ、

WWW ブラウザともいいます。代表的なブラウザに Netscape（ネットスケープ）

社の Netscape Navigator(ネットスケープ・ナビゲータ「Communicator」)や

Microsoft（マイクロソフト）社の Internet Explorer（インターネット・エクスプ

ローラ）などがあります。 

（１５）電子メール 

   インターネット経由で送受信する郵便のようなもので、世界中どこでも送信でき

るものをいいます。Ｅ-mail（イー・メール）、インターネットメール、または単にメ

ールともいいます。 

（１６）掲示板 

   ホームページの閲覧者が、互いにメッセージをやりとりする仕組みで、電子掲示

板またはＢＢＳ（ビー・ビー・エス）とも呼ばれるものをいいます。 

（１７）ＨＴＭＬ（エイチ・ティー・エム・エル）ファイル 

   ＨＴＭＬは Hyper Text Mark up Language（ハイパー・テキスト・マークアッ

プ・ランゲージ）の略称で、ホームページなどをつくる際に使われる専用の言語で

書かれたファイルのことをいいます。 

（１８）ＵＲＬ（ユー・アール・エル） 

   ＵＲＬは Uniform Resource Locator（ユニフォーム・リソース・ロケータ）の

略称で、インターネット上にある各種の情報に接続する手段（通信プロトコル）と、

ホームページなどの情報の所在を記述するための規格をいいます。ここでは一般に、
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「http://www.****.**.jp/****/index.html」といいますような文字列を指し、俗に

アドレスともいいます。 

（１９）アドレス 

   ここでは、ＵＲＬで記述されたホームページなどの場所、メールソフトではメー

ルアドレスをいいます。 

（２０）ＢＧＭ（ビー・ジー・エム） 

   ＢＧＭは Back Ground Music（バック・グランド・ミュージック）の略称で、

ここではホームページが表示されるときに鳴らす音楽のことをいいます。 

（２１）ＣＧＩ（シー・ジー・アイ）プログラム 

   ＣＧＩは Common Gateway Interface（カモン・ゲートウェイ・インターフェ

ース）の略称で、Ｗｅｂブラウザから外部のプログラムを起動し、データのやりと

りをするときに使用するプログラムのことをいいます。アクセスカウンタや掲示板

などはＣＧＩプログラムを利用しています。 

（２２）アクセスカウンタ 

    ホームページが閲覧された回数を計算するＣＧＩプログラムのことをいいます。 

（２３）ＧＩＦ（ジフ）形式 

   インターネット上でよく使われる画像ファイルのことをいいます。２５６色まで

しか表示できませんが、ファイルサイズが小さいという特徴を持つのでイラストや

アイコンなどに多く使われます。また、複数の画像を連続して造り、画像が動いて

いるように見せるアニメーションＧＩＦもこの形式の一種です。 

（２４）ＪＰＥＧ（ジェーペグ）形式 

   画像ファイルの形式の１つで、ＧＩＦ形式とともにインターネット上でよく使わ

れるものをいいます。写真など、使っている色数が多い画像に適しています。 

（２５）ＰＤＦ（ピー・ディ・エフ）ファイル 

    ＰＤＦは Portable Document Format（ポータブル・ドキュメント・フォーマ

ット）の略称で、Adobe（アドビ）社が開発した文書表示用の形式をいいます。

Acrobat（アクロバット）というソフトウェアを使用することで、システムの違い

に影響されずに、どのパソコンからも同じ形式の文書表示が可能であるため、イン

ターネット上で多用されています。 

（２６）Ｆｌａｓｈ（フラッシュ）ファイル 

   Macromedia（マクロメディア）社が開発したインターネット・コンテンツおよ

びアプリケーション開発用のプログラム「Ｆｌａｓｈ」を使って作成したファイル

のことをいいます。 

（２７）ロゴ 

    文字に効果をかけて画像にした飾り文字のことをいいます。 

（２８）素材（素材集） 
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    ホームページ作成に使われるボタン、レイアウト枠、画像、装飾文字やＢＧＭ（サ

ウンド）などのファイルをいいます。 

（２９）アクセシビリティ 

    視力の弱い人や高齢者にとっての、ホームページへのアクセスしやすさをいいま

す。 

 

（ガイドラインの対象者） 

第３条 このガイドラインの対象者は、第６条に定めるホームページの運用管理者および

ホームページの管理人ならびにサークル等のホームページの作成者（これらの者を総称

して、以下「ホームページの作成者」といいます。）をいいます。 

 

（適用範囲） 

第４条 原則として、ホームページ上で提供する情報およびサービスのすべてとします。 

以下、住民向け情報を中心に述べていますが、その他の情報およびサービスについても

これに準拠し、個別の事情に応じて考慮するものとします。 

 

（基本原則） 

第５条 ホームページにおいては、正確かつ迅速な情報およびサービスの提供ができるよ

うに努力するものとします。 

２ ホームページを制作する際には、インターネットによる情報およびサービスの提供に

あたり、次の基本原則を考慮するものとします。 

（１） 使いやすいこと。 

（２） わかりやすいこと。 

（３） 情報が見つけやすいこと。 

３ ホームページによる住民サービスの提供を計画する際の留意事項 

（１）管理業務の窓口対応、電話、ハードコピーの受け渡し等により提供しているサ

ービスをインターネットによるオンラインの提供とすることの妥当性 

（２）利用者のニーズに沿って、サービスを提供するための現行のサービスの改善 

（３）オンラインでのサービス提供を行う場合にあっても、パソコンを所有していな

い居住者およびパソコンの初心者等への配慮を行うものとし、他の手段（電話、

窓口対応、ハードコピーの受け渡し等）による業務サービスを低下させないよう

にします。 

４ ホームページ設計に臨む基本的姿勢（心構え） 

（１）ホームページの作成者内部の発想ではなく、利用者の立場に立って設計します。 

（２）利用者が様々な条件の下でアクセスしていることを考慮し、できるだけ多くの

利用者がアクセス可能なものに工夫します。 
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（運用管理者） 

第６条 ホームページの運用にあたっては、管理組織とその役割および責任を明確にする

とともに運用を適正かつ円滑に行うために、理事会内にホームページの運用管理者（以

下「運用管理者」といいます。）を置きます。 

２ 運用管理者には、原則として、理事長の職にある者を充てます。 

３ 運用管理者は、ホームページの制作・更新等を実務するホームページの管理人（以下

「管理人」といいます。）およびホームページ制作のためのサークル等を指定し、その業

務を第三者に委託することができるものとします。 

４ 運用管理者は、理事会の決議があるときはその内容を遵守するものとします。 

 

（管理人およびサークル等の資格） 

第７条 管理人およびサークル等は、ガーデンハイツ入間内に居住する成年者または成年

者で構成するサークル等で、ホームページ制作に必要な知識を有する者であれば、だれ

でもその資格を有するものとします。 

２ 管理人およびサークル等は、前条第３項に基づき運用管理者が指定した者をいいます。 

 

（管理人の業務） 

第８条 管理人は、主に以下に掲げる事項を行います。 

（１） ホームページに掲載する記事等をホームページ化するための処理一切 

（２） ウェブページのデザイン・レイアウト 

（３） ウェブページのウェブサイトへのアップロード 

（４） ホームページの運用状況の監視 

（５） その他必要な事項 

２ 管理人は、運用管理者から本ガイドラインの目的および基本原則に関わる要請がある

ときは、双方協議のうえ、善意をもって問題を解決するものとします。 

 

（ホームページ制作上の留意事項） 

第９条 ホームページは、ガーデンハイツ入間管理組合および自治会等の事業の公式なＰ

Ｒ手段および住民へのサービス提供の手段の１つであり、マンションＩＴ化の役割の一

端を担うものです。制作にあっては、以下に掲げる事項を考慮するものとします。 

（１） コンテンツの信頼性（内容について合意を得た上で、その情報源も含めて運用管

理者が責任を持ちます。） 

（２） アクセシビリティ（アクセスのしやすさ） 

（３） 個人情報保護、著作権等、法的な観点 

（４） 具体的デザインの基準およびハードウェア面での技術的基準については、原則と

して特段の定めをしないものとします。ただし、公式ホームページという性格を
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十分配慮する必要がありますので、別記に示すガーデンハイツ入間公式ホームペ

ージ・ウェブデザインの手引きを参考にするものとします。 

 

（主な掲載内容） 

第１０条 ホームページへの掲載内容は、概ね以下のとおりとします。 

（１） ガーデンハイツ入間の紹介（案内図、配置図、写真等） 

（２） 管理規約集（管理規約、細則等） 

（３） 各種届出・申込、アンケート等の様式 

（４） 管理組合および自治会が作成した広報誌、その他住民への広報に関する記事等 

（５） 管理組合および自治会からのお知らせ、活動状況等 

（６） 子ども会・サークル・その他の広報誌、お知らせ、活動状況等 

（７） トピックス（マンション内外の出来事、記事等） 

（８） 投稿文等の掲載 

（９） リンク集（公的機関、他の管理組合等、個人ホームページ、その他便利情報サイ

ト等へのリンク） 

（１０）公開掲示板（ＢＢＳ） 

（１１）生活上の安全対策（防火・防犯・災害等）、生活便利情報等 

（１２）その他必要と認められた情報 

２ ホームページの作成者は、上記によるもののほか、住民等への情報提供に役立てるこ

とができると判断したもの（第１１条に定めるものを除きます。）およびホームページ

サイトの閲覧者のリフレッシュを目的とする簡易なゲーム等は、第１１条に特段の定め

がない場合には掲載することができるものとします。 

 

（禁止事項） 

第１１条 ホームページの作成者は、以下に掲げる行為をしてはなりません。 

（１） 公序良俗に反する内容（風俗、アダルト系のコンテンツ）の掲載 

（２） 特定の人を誹謗中傷する内容または名誉を毀損する内容の掲載 

（３） 法律（特に著作権法、肖像権法）に抵触する内容の掲載。ただし、肖像権に関す

るもののうち掲載の承諾を得たもの、管理組合および自治会等の事業に関連した

広報活動を通じて提供を受けた写真等で、明らかに肖像権を侵害しないと判断さ

れるものを除く。 

（４） その他プロバイダまたはレンタル・サーバー・サービス等のウェブサイトが禁止

している事項 

 

（プライバシーについて） 

第１２条 個人情報の収集・利用・管理について、次のとおり適切に取り扱うとともに、
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住民等に安心して利用していただけるホームページづくりに努めるものとします。 

（１） 個人情報とは 

管理組合および自治会等の活動、その他の広報活動を通じてホームページの作

成者が提供を受けた、住所、氏名、電話番号、Ｅ-mail アドレス等、特定の個人

を識別できる情報をいいます。 

（２） 個人情報の収集について 

ホームページサイトを通じて個人情報を収集する必要が生じた際は、利用者ご

本人の意思による情報の提供（登録）を原則とします。 

個人情報の収集にあたっては、その収集目的を明示することとします。また、

個人情報の収集は、明示した目的を達成するために必要な範囲内でこれを行いま

す。 

（３） 個人情報の利用制限 

住民等から提供（登録）をいただいた個人情報は、あらかじめ明示した収集目

的の範囲内で利用することとします。個人情報の収集目的を越えた利用および部

外者等他の方への提供は一切行わないものとします。 

（４） 個人情報の管理 

収集した個人情報については、運用管理者が厳重に管理し、漏洩、不正流用、

改ざん等の防止に適切な対策を講じることとします。 

 

（編集委員会等によるホームページの検証） 

第１３条 ホームページの制作および運営にあたっては、理事会および自治会等において

編集委員会等を設け、定期的にホームページを検証することが望ましいものとします。 

 

（ホームページのネーミング） 

第１４条 ガーデンハイツ入間の公式ホームページのネーミング（ドメインまたはサブド

メイン名）には、原則として文字列の一部に「gh-iruma」を使用するものとします。 

 

（ホームページのＰＲ） 

第１５条 ホームページの活用を推進するために、以下のようなＰＲを行うことが望まし

いものとします。 

（１）各種メディア等によるＰＲ 

各種メディアやメールの利用、会議での紹介、広報誌等へのＵＲＬの印刷等様々

な方法でサイトをＰＲするものとします。 

（２）インターネットの積極的利用 

    検索エンジンへの登録や他のホームページからのリンク等を活用するものとします。 

 



 ８

（セキュリティ対策） 

第１６条 ウェブサイトの選択、電子メール、その他情報セキュリティの基本を遵守し、

適切な対応をとることとします。 

 

（プロバイダおよびレンタル・サーバー利用規約の遵守） 

第１７条 プロバイダおよびレンタル・サーバー・サービス等の提供を利用するときは、

サービス利用規約等を遵守しなければならないものとします。 

 

（素材集等の利用規約の遵守） 

第１８条 ホームページの制作にあたり、ホームページ関連の雑誌に添付されているカッ

ト素材、写真素材集等またはインターネット上で公開されているＣＧＩプログラムおよ

び装飾アイコン、レイアウト素材、装飾文字等のフリー素材の提供を受けるときは、提

供条件およびサービス利用規約等を遵守しなければならないものとします。 

２ 特に、「フリー」とは、一般に著作権そのものを放棄しているわけではないので、サー

ビスの利用およびプログラムまたは素材の改変等の際には十分留意するものとします。 

 

（他のサイトへのリンクについて） 

第１９条 ホームページに他のサイトへのリンクを設ける場合には、他のサイトで定める

リンクに関する事項を遵守するものとします。 

 

（ガイドラインの運用） 

第２０条 このガイドラインは、暫定的に理事会において作成し、原則として理事会の決

議を経て運用するものとします。 

２ ガイドラインの内容を変更するときは、原則として理事会の決議により行うものとし

ます。 

３ ホームページの運営にあたっては、理事会が交替する際にもホームページの保守等の

継続に関する協力体勢が必要です。そのため、掲載記事の内容その他このガイドライン

に示す各事項は、ホームページの作成者の自主性を重視して柔軟に運用するものとしま

す。 

 

（ガイドラインの施行） 

第２１条 このガイドラインは、平成１５年  月  日から施行するものとします。 

２ このガイドラインの施行にあたり、完成しているホームページの内容が著しく相違し

ていると認められた場合には、運用管理者は管理人と協議して、適宜ホームページの更

新の際に、このガイドラインで示す内容に近づけるものとします。 
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別 記 

 

ガーデンハイツ入間公式ホームページ 

・ウェブデザインの手引き 

 

１ 目的 

この手引きは、ガーデンハイツ入間管理組合が設置・運営する公式ホームページ（以

下「ホームページ」といいます。）において、ホームページの閲覧者の誰でもが必要な

情報にアクセスできるよう、アクセシビリティを確保するとともに、分かりやすさや利

用しやすさなどのユーザビリティの向上を目的に、ホームページの制作にあたって特に

配慮すべき事項について示したものです。 

ホームページの作成者のプラットフォーム環境が許される範囲内で、以下に示す事項

を考慮してホームページを制作することが望ましいものです。 

なお、この手引きは努力目標であり、ホームページの作成者に義務づけるものではあ

りません。 

 

２ 優先度の設定 

この手引きの各項目には、アクセシビリティの観点から次のとおり優先度を設定して

います。 

・［優先度Ａ］： ホームページの制作にあたって、必ず実施または満たすべき項目 

・［優先度Ｂ］： ホームページの制作の際、できる限り実施または満たすべき項目 

 

３ ユーザーのプラットフォーム環境に左右されないデザイン 

（１）ホームページの閲覧者（以下「ユーザー」といいます。）が使用している様々な

サイズのディスプレイで問題なく表示できるよう、８００×６００ピクセルをレイ

アウトデザインの基本とします。また、この領域を最小限有効な表示領域と想定し

て、重要な項目はこの領域内に表示されるようレイアウトします。［優先度Ｂ］ 

（２）ウェブページをデザインする際には、閲覧ソフト（以下「ブラウザ」といいます。）

であるインターネット・エクスプローラおよびネットスケープ・ナビゲータで表示

チェックを行い、双方のブラウザで必要な情報の表示ができるようにします。ただ

し、ホームページ作成者のプラットフォーム環境が許される場合。［優先度Ａ］ 

（３）どちらか一方のブラウザでしか解釈されない特殊なＨＴＭＬタグは極力使わない

ようにします。［優先度Ｂ］ 
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（４）情報提供はＨＴＭＬ形式を基本とし、ユーザーが特定のアプリケーションを用意

しないと見ることができない形式（ワード、エクセル等）のみにより、情報を提供

することは行わないものとします。［優先度Ｂ］ 

（５）ウェブページのファイル容量は、アナログ通信回線を利用しているユーザーを考

慮し、極力１００ＫＢ以内に収めるよう工夫します（画像、ＰＤＦファイル等を除

きます。）。［優先度Ｂ］ 

（６）インターネット・エクスプローラ以外のブラウザ表示に問題があるため、ワード、

エクセルのＨＴＭＬ変換機能を利用したウェブページ作成は極力行わないようにし

ます。［優先度Ｂ］ 

 

４ リンク設定 

（１）リンクテキスト（リンクを設定している言葉）やリンク画像（リンクを設定して

いる画像）の代替テキストの言葉は、リンク先の内容をユーザーが予想できる簡潔

な表現にします。［優先度Ｂ］ 

（２）リンク色は、ホームページの作成者が意図するデザインを損なわない範囲で識別

しやすい色を使用し、リンク部分の位置を本文から極力離して表示します。 

［優先度Ｂ］ 

（３）各コンテンツページにおける１ページあたりのリンク数は、当該ページの内容に

関連した情報に絞り込むなどにより、あまり多くなりすぎないようにします（トッ

プページ（以下「ホーム画面」のことをいいます。）を除きます。）。［優先度Ｂ］ 

（４）文章中の言葉にリンクを設定する「埋め込みリンク」の使用は極力避け、別途、

文章の末尾等にリンクとリンク先の説明文を記載します。［優先度Ｂ］ 

（５）ユーザーが誤って別のリンク先をクリックしてしまうことのないように、リンク

とリンクの間は近づきすぎないように配慮します。［優先度Ｂ］ 

（６）リンクテキストやリンク画像は、ユーザーがクリックしやすいよう、文字や画像

の大きさに配慮します。［優先度Ｂ］ 

 

５ スタイルシート 

（１）カスケーディング・スタイルシート（ＣＳＳ ）を使用する場合は、極力別ファイ

ルにリンクさせる形式を使います。［優先度Ｂ］ 

（２）フォントサイズは、ユーザーが自由に変更できるよう相対的なサイズで指定しま

す。［優先度Ｂ］ 

（３）スタイルシートなしでもそのページが読めることを確認します。［優先度Ａ］ 

 

６ フレーム 

（１）フレームは基本的に使わないようにします。［優先度Ｂ］ 
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（２）フレームを使用する場合は、ユーザーが「お気に入り」等に登録できるよう、ペ

ージごとにフレームを作成し、固有のファイル名（ＵＲＬ）を付けます。 

［優先度Ｂ］ 

（３）フレーム内に表示される各ページには、ユーザーが、その内容や役割が何である

のかを判断しやすいページタイトルを付けます。［優先度Ａ］ 

（４）フレームの境界線は「０」に指定し、ページ内に「戻る」ボタンの機能を付けま

す。［優先度Ｂ］ 

（５）フレーム内に、他のホームページを表示させないようにします。［優先度Ｂ］ 

 

７ サイト構造 

（１）ホームページの全体構成（以下「サイト構造」といいます。）は、ユーザーに分

かりやすい形で情報を整理・分類化してデザインします。［優先度Ｂ］ 

（２）サイト構造は、ユーザーが目的とする情報にたどり着きやすいよう、階層の幅を

５～９、階層の深さを３～５以内に収めるよう工夫します。［優先度Ｂ］ 

（３）ホームページ内の同一階層のページデザインは極力統一し、ユーザーがどの場所

にいるのか分かりやすいようにします。［優先度Ｂ］ 

 

８ ナビゲーション機能 

（１）極力、すべてのページで、トップページおよび１つ上の階層や前ページに移動で

きるようにします。［優先度Ｂ］ 

（２）同レベルの階層のページに移動できるようにします。［優先度Ｂ］ 

（３）トップページには、サイトＩＤ（サイト名やロゴマーク）を大きく目立つ位置に

配置します。［優先度Ｂ］ 

（４）主要なページにはグローバル・ナビゲーション（ホームページ全体にわたって一

貫して表示されるナビゲーション）を、同じ位置、外観、機能で提供するものとし

ます。ただし、トップページ等は、その役割が他のページと異なるためグローバル・

ナビゲーションの対象外とします。［優先度Ｂ］ 

（５）トップページには、ホームページ内のメニュー、コンテンツ一覧を分かりやすく

表示します。［優先度Ｂ］ 

（６）階層が深いサイト構造の場合には、極力、パン屑式ナビゲーションを利用します。

［優先度Ｂ］ 

（７）イメージマップ（一つの画像に複数のリンクを設定する方法）は、クライアント

サイドを使用し、リンク先の内容が分かる適切な代替テキストを必ず付けます。 

［優先度Ａ］ 

（８）ホームページの全体的な構成に関する情報（例えば、サイトマップや目次など）

を極力提供します。［優先度Ｂ］ 
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（９）リンクを設定する際、リンク先のページを別のウィンドウで表示する「新しいブ

ラウザウィンドウ」は極力使用しないようにします（他のホームページへのリンク

やＰＤＦファイル等へのリンクを除きます。）。［優先度Ｂ］ 

（１０）公式ホームページ以外へのリンクを設定する場合は、注釈を設けるなどにより、

ユーザーに公式ホームページ外へのリンクであることが分かるようにします。 

［優先度Ｂ］ 

 

９ ファイル名とページタイトル 

（１）ファイルの名前は半角英数文字で、極力１０文字以内とし、ページ内容を的確に

表す名前を付けるようにします。［優先度Ｂ］ 

（２）ファイル名にはスペースを使わないようにします。［優先度Ａ］ 

（３）ページタイトル（HTML の<title>タグ）は、ブラウザの左最上部や検索結果など

に表示される重要な部分であるため、すべてのページに付けます。［優先度Ａ］ 

（４）ページタイトルは、日本語で（外国語ページは除きます。）ページ内容を的確に

表す名前を付けます。［優先度Ｂ］ 

 

１０ ウェブライティング 

（１）コンテンツには、簡潔で内容を直接説明する見出しを付けます。［優先度Ｂ］ 

（２）文章が多い場合には、極力、大見出し、中見出し、小見出しをつけます。 

［優先度Ｂ］ 

（３）ウェブページの文章は、その内容にあわせた最も明瞭で簡潔なものにします。 

［優先度Ｂ］ 

（４）箇条書きは積極的に使い、本文から１行離して配置します。［優先度Ｂ］ 

（５）報告書など長い文章については、ユーザーが印刷して読めるよう、別途、ＰＤＦ

形式のページを用意します。［優先度Ｂ］ 

（６）トップページには更新日を記載するようにします。［優先度Ａ］ 

 

１１ フォントや文字の使い方 

（１）フォントの種類やサイズは、極力、ブラウザの初期設定に従います。［優先度Ｂ］ 

（２）フォントサイズを指定するときは、ユーザーが自由に大きさを変更できるよう相

対的なサイズで指定します。［優先度Ｂ］ 

（３）ブリンクテキスト（点滅する文字）、スクロールテキスト（左右に流れる文字）

の使用は極力控えます。［優先度Ｂ］ 

（４）単位や年月日などの情報は、図形文字や記号を用いないで文字で記述するように

します。［優先度Ｂ］ 
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（５）特定のシステム環境でのみ表示される機種依存文字は使用しないようにします。

［優先度Ａ ］ 

 

１２ 色の使い方 

（１）使用する色は、極力２５６色以下（Macintosh も考慮する場合は、Windows と

共通の表示色である２１６色（Web セーフカラー）を使用します。）を使用するよ

うにします（ＪＰＥＧ形式の画像等を除きます。）。［優先度Ｂ］ 

（２）文字が見づらくならないよう、テキストの色と背景に明瞭なコントラストをつけ

ます。［優先度Ａ］ 

 

１３ 画像や音声の取り扱い 

（１）画像を使う際は、極力、画像の内容を表した代替テキストを付けます。 

［優先度Ａ］ 

（２）高画質の画像や写真が必要な場合はサムネイル（サイズの小さい画像）を使用し、

大きな画像にリンクを貼る形式を用います。この場合、サムネイル画像の近くに、

大きな画像のファイル容量とその画像の内容を的確に表現したテキストリンクを付

けます。［優先度Ｂ］ 

（３）アニメーションＧＩＦの使用は、ユーザーがウェブページの文章を読む際に集中

力の妨げとなるため、最小限に抑えます。［優先度Ｂ］ 

 （４）ＢＧＭの使用は最小限に控えます。［優先度Ｂ］ 

 

１４ 新しい技術の使用 

（１）Ｆｌａｓｈの使用は最小限に抑えます。［優先度Ｂ］ 

（２）閲覧者がまれに発作を起こす場合もありますので、画面全体を点滅させないよう

にします。［優先度Ａ］ 

（３）ダイナミックＨＴＭＬは、ブラウザの種類やバージョンによってサポートに差が

あるため極力使用しないようにします。［優先度Ｂ］ 

 （４）Java スクリプト等のプログラムを使用する場合は、同プログラムの使用を動作し

ないよう設定しているユーザーでも、そのページが利用できるよう別のページを提

供することが望ましいですが、それができない場合には、トップページまたは案内

ページ等にそのことを明記するようにします。［優先度Ａ］ 

 

１５ ダウンロードファイル 

（１）広報誌または申請書様式等のダウンロードファイルについては、ファイルの形式

名および容量を表示します。［優先度Ｂ］ 
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（２）広報誌または申請書様式はＰＤＦ形式による提供を基本とします。ＰＤＦ以外の

形式（ワード、エクセル、一太郎など、ユーザーにおいて有償のアプリケーション

を用意しないと利用できないもの）のみによる提供は行わないようにします。 

［優先度Ｂ］ 

（３）ＰＤＦ形式で提供する場合、閲覧ソフトであるアクロバットリーダーのダウンロ

ードサイトへのリンクおよび提供元の商標等の記述を設けるようにします。 

［優先度Ｂ］ 

 

１６ 問い合わせ先 

トップページには、ホームページ全体についての問い合わせ先がわかるようなメ

ールアドレスを表記するようにします。また、必要に応じて各ページにも、その内

容についての問い合わせ先を表記するようにします。［優先度Ａ］ 

 

１７ 著作権 

（１）必要があると認められた場合には、各ページ内の記事や写真などの著作権の帰属、

転載等の取り扱い方針を明記するようにします。［優先度Ｂ］ 

（２）著作権が第三者に帰属する写真やイラストなどを使用する場合は、ホームページ

での使用が許諾されているかを確認するようにします。［優先度Ａ］ 
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