令和３年４月１日 改正

WEB ページ作成基準
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趣旨
WEB による情報提供の際に、どのように WEB ページを作成するのかの基準を定める。

2 WEB ページ作成の考え方
WEB ページ作成の考え方の基本は、次のとおりとする。
(1) インターネットをはじめとする情報技術は、よりよい市民へのサービスを実現するために利用す
べきものであり、いたずらにその技術を濫用しないこと。
(2) 全ての利用者へ WEB によるサービスを届けることを目標としたアクセシビリティの高いページ
づくりを行うこと。より高い市民サービス実現のためには、提供環境や手段の充実及び多様化を図る
とともに、WEB ページのアクセシビリティの向上に十分な配慮をすること。
(3) JIS X 8341-3「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-第三部:ウェブコンテンツ」適合レベル AA に準拠するよう努めること。
(4) スマートフォンをはじめモバイル端末の普及に対応した情報発信を行うため、パソコンで閲覧さ
れることを基本に考えるのではなく、先ずはスマートフォン等のモバイル機器で閲覧されることを基
本に考えること。
(5) 利用者が安心して本市の WEB ページを利用できるようにするため、原則としてすべて SSL/TLS
に対応した HTTPS サイトとすること。
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デザインの考え方
WEB ページの作成において、視覚を主な手段に利用する点からも、そのデザインは重要な意味を持
つため、ただ単に格好のよいデザインであるだけでなく、デザインそのものが、そのページのアクセシ
ビリティの向上に貢献している必要がある。よって、次の (1) から (6) に掲げる基本的な考え方に沿っ
てデザインを行うこと。
(1) どのページを見ても市のページであることがわかること。
(2) 基本的な操作・ユーザインターフェースの統一を図り、わかりやすいデザインとすること。
(3) 基本的な配色を決め、可能な限りその配色を利用すること。
(4) 基本的なデザインの基準、スケールを決め、可能な限りその基準を用いて構成を行うこと。
(5) デザインにより多様な提供方法の可能性を阻害しないこと。
(6) 全体のデータ転送量について配慮したデザインを行うこと。
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デザインに関する実施事項
デザインに関する実施事項の具体的項目は、次のとおりとする。
(1) どのページを見ても市のページであることがわかること。
ア 画面上部デザイン
(ｱ) 画面上部に共通のデザインの市のヘッダを設置すること。
(ｲ) ヘッダデザインについては全体構成にあわせて検討されたものを用いることとし、横浜市のマーク、
名称、トップページへのリンク、検索ページへのリンクなどの機能が包含されたものとすること。
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(ゥ)

最終更新日 (年から明記すること。)を記載すること。可能であれば、情報作成日も記載するこ

と。なお、デザインやシステム上、画面上部に記載することが困難な場合は、画面下部の表示もよ
いものとする。

イ

画面下部デザイン

(ｱ) 基本情報
全てのページの下部に以下の項目を掲載する。可能な限り文字を利用し、文字種の指定は行わない
こと。

ａ 業務を所管している又は情報を作成した所属名（区局、部、課、係名等）
ｂ 問合せ先
以下の連絡先情報を掲載すること。

(a) 電話番号 (職員向けのページ以外については市外局番から記載すること。海外からの訪問
者向けページについては国番号から記載すること。)
(b) FAX 番号
(c) 電子メールアドレス (mailto 設定をすること。)
問合せ先は、業務を所管する所属とする。業務を所管する所属とは異なる問合せ先を掲載する
場合は、その旨を併せて記載すること。
また、各ページのフッタに直接問合せ先を記載するほか、問合せ先をまとめたページを作成しリ
ンクを掲載する等の対応でもよいものとする。
(ｲ) 著作権表示
全てのページに「©横浜市」等の著作権表示を行うこと。
ウ ページタイトル
TITLE 要素の内容は、ブラウザウィンドウのタイトル表示領域に表示されるほか、検索を行った際に
その結果として表示され、また、ブックマーク (お気に入り) 登録した場合の見出しとして利用されるこ
とから、次の点に留意し、記述すること。
(ｱ) 末尾に「横浜市」とつけること。ただし、既存のページについては先頭でもよいものとする。
(ｲ) ページの内容を推測できる簡潔な表現 (30 字以内を目安) とすること。特定の区役所の業務に関す
るページの場合は、区名を含むことが望ましい。
(ｳ) 他のページと重複しないこと。

(2) 基本的な操作・ユーザインターフェースの統一を図り、わかりやすいデザインとすること。ページ
デザインの基準は次の通りとする。
ア 一般的なウィンドウシステムでは、ウィンドウを拡大又は縮小した場合でも、左上部分は確実に表示
されるため、重要なナビゲーション等を左上に置くように配慮したデザインとすること。
イ フォントサイズについては各種ブラウザの標準設定で閲覧されることを想定すること。
ウ 利用者が、個別にフォントサイズを拡大縮小することを考慮して、ブラウザの設定でフォントサイズ
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をひとまわり小さくした場合でも文字が容易に判別できることを確認すること。
エ ページの本文等、そのページで主要な役割を成す部分についてフォントサイズの指定を行わないこと。
オ デザイン上フォントサイズの調整が必要な場合、利用者の自由な閲覧環境を阻害するような CSS を
用いたポイント (pt) 単位やピクセル (px) 単位での絶対サイズ指定は行わず、%単位を用いた相対的な
サイズ指定とすること。指定する場合は、90%以上、最低でも 75%以上を確保すること。
カ フォントの種類の指定を行わないこと。なお、サイト全体で統一されていれば、フォントを変更して
も良いものとする。
キ 文字以外のサイズの指定については、行間のみ単位無しの実数とし、それ以外のボックスの幅や余白
等の指定については em 単位か%単位のどちらかを適宜選択すること。
px,pt,mm,cm,in 等の単位は原則禁止とするが、画面表示ではなく印刷のための CSS においてはこの
限りではない。また、画像等との位置合わせのためにどうしても em や%ではレイアウトの実現が不可
能な場合は px 単位の 使用のみ認めるが、そのような構成はできる限り避けること。
ク CSS を使ってリンクの下線を消すような指定を行わないこと。なお、ボタンの形状をしている等、見
た目でリンクとわかる場合については、下線が無くてもよいものとする。
ケ リンク以外の部分で下線による装飾を行わないこと。
コ 画像を使ったボタンについては、操作しやすい大きさに設定すること。

(3) 基本的な配色を決め、その配色を利用すること。
画面中で使用する色は 16 進数で指定すること。
また、利用する OS、ディスプレイの環境等によっては発色が異なる場合があることに注意する。
ア 可能な限り背景色は白(#FFFFFF)、文字色は黒(#000000)を使用すること。他のページにリンクして
いる部分の文字色は青(#0000CC)、訪問済みリンクの文字色は紫(#800080)又はそれぞれの値に近い色を
使用すること。
イ 背景画像は、文字と重ならない範囲での利用に止めること。文字と重なる範囲に背景画像を使う場合
は、文字が読みにくくならないよう十分注意を払うとともに、背景画像と同系色の背景色を指定し、画
像が表示されていない状態でも文字が読めるようにすること。
ウ 一般的なブラウザでリンクを表す場合に使われる青や紫に近い色は、文字の強調色として使用しない
こと。
エ モノクロレーザプリンタで出力した際に、内容がはっきり印刷されるよう、色のコントラストに配慮す
るとともに、色覚に障害のある人でも明確に認識できる配色にすること。

(4) 基本的なデザインの基準、スケールを決め、可能な限りその基準を用いて構成を行うこと。
画面のレイアウト手法は、パソコンやタブレット、スマートフォンなど、それぞれの画面幅に最
適化された画面が表示されるレスポンシブデザインを基本とし、想定するすべてのデバイスで横ス
クロールバーが出ないようにすること。
ブラウザの内容表示領域として、作成時点において、8 割以上の市民が利用する端末環境におい
て横スクロールが必要になることのないよう、画像や幅の固定された表など、ピクセルサイズがあ
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らかじめ決まっているものは (複数の物を強制的に横に並ばせる場合は合計で)、余白を含めて上限
を一定以下に抑えること。
また、A4 用紙を縦に利用して印刷する場合に右端が切れることのないよう、印刷用スタイルシ
ートを用意する、印刷用ページを設けて不要なナビゲーション要素を印刷対象外とする等の配慮を
行うこと。
さらに、ユーザビリティに配慮し、同じ機能を持ったボタンは形状や位置を統一するなどの作成
ルールを決めたうえで、全体のデザインを行うこと。
(5) デザインにより多様な提供方法の可能性を阻害しないこと。
WEB ページの利用者は身体的な障害による制約や、接続環境の制約などにより様々な利用環境が
想定されるため、デザインが情報提供の障害とならないように配慮する。
ア 基準とする HTML のバージョンを明記し、それに準じた適切なマークアップを行うこと。
イ テキスト読み上げやテキストブラウザの表示の妨げにならないよう配慮すること。
ウ 画像ファイルに直接リンクを張ったり、画像だけでページを構成したりしないこと。
エ デバイスや OS などの環境により表示されない文字や半角カタカナを使用しないこと。
オ 一部の拡張機能や外部プログラム、plug-in アプリケーションを利用しなくても情報伝達が可能なよう
に作成すること。
カ フレームを使用しないこと。
キ リンクが新しいウィンドウで開かれるような設定は行わないこと。

WEB アプリケーション内で詳細説明を開くためのリンク等、リンク先を同じウィンドウで開いてし
まうと著しく不便であると思われる場合はこの限りではないが、その場合も、新しいウィンドウが開か
れることを明示したうえで、サイズを指定しツールバー等が表示されない子ウィンドウとして開く設定
とすること。
ク ブラウザの「戻る」機能が使用できなくなるような構成にしないこと。特に META タグの指定等によ
り、0 秒で別のページに自動ジャンプするような設定は行ってはならない。

(6) 全体のデータ転送量について配慮したデザインを行うこと。
利用者の全てが高速な常時接続網を利用しているとは限らないため、ページ全体のデータ量に配
慮し、低速な接続環境でも快適に利用できる構成とする。
ア 画像サイズ、色数等に配慮したものとすること。
不要に大きなサイズの画像や、単なる飾りとしての画像の利用をしないこと。
また、地図などのようにある程度の大きさが必要なものについては、最初にサムネイル (小さな画像)
と画像のデータサイズを表示するなど、利用者の利便性に配慮する。色についても、表現に必要な数に
抑えること。
イ 装飾のための音声・音楽などは利用しないこと。
ウ 高速な接続環境に特化したコンテンツを提供する場合は、その旨を明示すること。

5 デザイン実現のために使用するソフトウェア
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WEB ページは、
広報担当課が提供する WEB コンテンツ管理システム (以下
「インターネット CMS」
という。) を利用して作成・管理することとする。
インターネット CMS を利用できない WEB コンテンツの HTML を直接編集する場合は、適切な
HTML を作成する知識を習得したうえで、本ガイドラインに準拠したページを作成すること。 WEB ペ
ージ作成専用ソフトウェアは、6(1)に掲げる HTML や CSS の仕様に正しく準拠したものを利用するこ
と。
Word や Excel 等の HTML 作成機能については、本ガイドラインに反した HTML 記述を行う等、ア
クセシビリティの低いページが作成されるため、使用を避けること。
6 その他実施項目
その他実施項目は、次のとおりとする。
(1) 基準とする HTML 及び CSS のバージョンについて
新規に作成するページについては、W3C 勧告による HTML5 を使用すること。
既設のページで HTML5 以外を使用しているものについては、更新等の機会に HTML5 に移行す
るよう努めること。
また、レイアウトの定義は CSS 3 に準拠すること。
(2)

HTML タグの適切な使用について
HTML タグは、それぞれの目的に応じて適切に使い分けること。

ア 見出しタグや強調タグ等、検索や音声読み上げソフトでの利用の際に重要な意味を持つタグを適切に
活用すること。
イ ページのレイアウトは CSS によって行うこととし、レイアウトを目的とした TABLE タグの使用は
行わないこと。やむを得ず TABLE によるレイアウトを行う場合は、TH や CAPTION 等の要素を使用
せず、視覚障害者用の読み上げソフトを使用した際に正しく読み上げられるよう十分注意すること。

(3) 基準とするブラウザについて
ページ作成にあたっては、特定ブラウザでの閲覧を前提とせず、(1)に準じたものを作成すること。
そのうえで Internet Explorer、Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Google Chrome それぞれの最新
リリース版で具体的な表示等の確認を行うこと。
また、音声ブラウザでも、必要な文字情報には問題なくアクセスできるよう配慮すること。アップ
ロード後には、市が導入している WEB ページ読み上げ･拡大サービスにより読み上げや表示が正常
に行われることを必ず確認すること。
さらに、Windows PC だけでなく Macintosh やスマートフォン等、様々な環境で確認を行うよう
努めること。外部委託の場合は、macOS 版 Safari の最新リリース版での確認を必須とする。携帯
端末向けのページについては、対象とする端末やシミュレータを用いて確認すること。
上記にあげたブラウザ以外についても、公開後に利用者から不具合の指摘があった場合は、可能
な限り修正すること。
(4) DOCTYPE 宣言 (DTD) について
使用する HTML のバージョンに合わせ、DOCTYPE 宣言を適切に記述すること。
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(5) 使用する言語の宣言について
ページで使用する言語をHTML 要素のLANG 属性で宣言すること。
日本語の場合はLANG="ja"、
英語の場合は LANG="en"、その他の言語についても適宜設定すること。
(6) 文字符号化方式について
新規に作成するページやテンプレートで使用する文字コードは、UTF-8 を用いること。ただし、
日本語のページについて、利用環境として UTF-8 に対応していないブラウザでの利用も想定される
場合や、従前から Shift_JIS を用いていた場合等は、適宜 Shift_JIS も利用してよいものとする。
(7) 文法・アクセシビリティチェックについて
インターネット CMS 以外で作成した WEB ページについて、公開前に以下のチェックを行うこと。
ア

miChecker で「問題あり」が検知されないこと。その他検知された問題についても確認すること。

イ W3C Markup Validation Service でエラーが検出されないこと
ウ W3C CSS Validator でエラーが検出されないこと。

(8) CGI 等について
CGI プログラム等 WEB アプリケーションの利用については、次のとおりとする。
ア 利用の可否、動作環境について発注前にネットワーク主管課へ個別に相談すること。
イ 装飾、カウンタなど、情報提供に直接関係のない利用はしないこと。
ウ 別に定める「Web アプリケーションの作成基準」に従うこと。

(9) アクセス数等の統計情報について
アクセス数統計情報は、ネットワーク主管課で毎月集計したものを参照すること。CGI 等を利用
したアクセスカウンタについては、統計情報と異なる場合があるため、利用しないものとする。
(10) ファイルとファイルの種類について
ア ６(3)で指定している基準ブラウザで対応しているファイル形式を使うこと
イ ページデザインを正確に保持した形で情報を掲載する必要がある場合や、大量の情報を迅速に提供す
る必要がある場合は、PDF も使うことができるが、以下の点に注意し、アクセシビリティ上の理由から、
できる限り避けることとする。
PDF を使用する場合は、検索結果の見出しに表示されることを踏まえ、ファイルのプロパティに設定
されるタイトルを HTML ページ同様に適切に設定すること。
(ア) 検索エンジンで解析できない場合があること。
(イ) PC 以外の端末では見ることができない場合が多いこと。
(ウ) データサイズが大きく、低速回線では閲覧に難があること。
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(エ) 音声での読み上げができない、または内容を理解しづらい場合があること。

ウ Micosoft Office は、全ての利用者が閲覧・編集できるファイル形式ではないため、それらの形式のフ
ァイルを安易に掲載せず、HTML の使用を原則とすること。また、掲載する場合は、Office Open XML
方式で保存したファイルを使うこと。また、掲載する場合は、事前にウイルス検知ソフトウェアで十分検
査すること。
エ 掲載するすべてのファイルについて、不要なプロパティ情報（
「タイトル」
、
「作成者」
、
「最終更新者」
などの属性情報）を削除すること。プロパティ情報を適切に設定し、誤った情報が庁外に公開されない
よう留意すること。
オ アプリケーションソフトウェアに依存したファイルを提供する場合には、ある程度古いバージョンでも
読み込める形式で保存するなどの工夫を行うこと。また、無料の閲覧ソフトがメーカーから提供されて
いる場合は、そのダウンロードページへのリンクを行うこと。
カ PDF、Office 文書、動画等のファイルにリンクする場合は、利用者がクリックする前にそれがわかる
ような表示を必ず行うこと。
併せて、リンク先のファイルの大きさ(ストリーミングサーバによる動画配信の場合はビットレートと
長さ)を明記すること。
キ これまでに利用されていない形式のファイルについては、ネットワーク主管課に相談のうえ、取扱い
を決定すること。

(11) ファイル名、ディレクトリ名について
ファイル名やディレクトリ名に使える文字は、半角英数字、及び「‐」(マイナス)とする。
HTML ファイルの拡張子は「.html」とすること。
編集作業をしているパソコンのみで確認をしていると、ファイル名に大文字を使用しているなど
の間違いに気付きにくいため、十分注意すること。
(12) 各ディレクトリで最初に表示されるファイル名について
必ず index.html とする。ただし、HTML 以外のファイルを置くためのディレクトリは除く。
(13) Flash を利用したコンテンツについて
新規に作成するページについては、Flash を使用しないこと。
既設のページで Flash を使用しているものについては、サポート終了までに HTML5 に移行する
こと。
(14) Java、JavaScript 及びその他プラグインについて
別に定める「Web アプリケーションの作成基準」に従うこと。
(15) クリッカブルマップ (イメージマップ) について
7
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クリッカブルマップを使用する場合は、クライアントサイドのクリッカブルマップとすること。
また、クリッカブルマップに対応しない閲覧環境のために、クリッカブルマップの直後に同様の
テキストリンクも設置するなど、必ず代替手段を用意すること。
(16) ALT 属性について
画像には必ず ALT 属性を設定すること。
ALT 属性は、画像表示機能が無いブラウザや無効化されたブラウザ、視覚障害者用の音声読み上
げソフト等で使用されることを意識して設定すること。
設定した結果については、画像表示機能を無効化したブラウザや市が導入している WEB ページ
読み上げサービス等を利用し、内容の理解に支障がないことを確認すること。

(17) 文章の表記について
文章の表記については、利用者が容易に理解できるよう配慮するとともに、原則横浜市発行の「文
例集(簡易版)」によること。また、漢字は常用漢字を用い、難解な漢字を使用する場合は読み仮名
を付ける等、工夫すること。
なお、読み仮名をつける際は、ruby タグを利用すること。なお、システム上 ruby タグが使用で
きない場合は、読み仮名をカッコ書きで追記することとする。
また、キッズページについては、想定される利用者の年齢までに習得した漢字を使用するよう配
慮すること。
7 ページの移動について
サイトの構成を変更する場合には、従来の URL で引き続きアクセス可能とすること。やむを得ずペ
ージを移動する際には、元のページから個別にリンクを張り、新しいページに案内するか、ディレクト
リ単位で移動を行う場合は、ネットワーク主管課が提供する転送機能を使用し、まとめて転送設定を行
うこと。
ファイル構成が大幅に変わり、まとめての転送が困難な場合でも、WEB サーバが備えるエラーメッ
セージカスタマイズ機能(ErrorDocument)を使用し、最低限区局のトップページに戻れるように設定す
ること。
8 WEB ページの作成を外部委託する場合の注意
WEB ページの作成を業者に委託する際は、
委託仕様書にガイドライン本文及び本作成基準を添付し、
遵守させること。
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