
方針 

当サイトは、日本工業規格 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」（以下「JIS X 8341-3」という。）の等級「AA」に準拠することを目標としま

す。 

 

1. 対象範囲 

福岡県住宅供給公社のウェブサイト（https://lsf.jp/）配下にあるウェブページのうち、グローバルナビゲーションから遷

移できるページ 

 

2. 例外事項 

ウェブサイト管理者用画面は、不特定多数の利用を想定していないため、対象外とします。 

下記の項目は現時点で十分なアクセシビリティを達成することが困難なため、対象から除きます。 

・PDF，Excel，Wordなどの文書ファイル 

・GoogleMAP等の外部サイトコンテンツを利用しているページ 

・アクセシビリティ方針策定日（２０２２年９月 22日）より前に作成されたコンテンツまたは画像，および動画等 

 

3. 目標を達成する期限及び等級 

2022年 10月 3日までに等級「AA」に準拠 

  



アクセシビリティ試験結果 

 

規格の規格番号及び改正年 JIS X 8341-3:2016 

準拠した適合レベル 適合レベル AAに準拠 

依存したウェブコンテンツ 

技術のリスト 
HTML, CSS, JavaScript 

試験対象のウェブページを 

選択した方法 

福岡県住宅供給公社のウェブサイト（https://lsf.jp/）配下にあるウェブページのう

ち、グローバルナビゲーションから遷移できるページ 

例外事項 

ウェブサイト管理者用画面は、不特定多数の利用を想定していないため、対象外とし

ます。 

下記の項目は現時点で十分なアクセシビリティを達成することが困難なため、対象か

ら除きます。 

・PDF，Excel，Wordなどの文書ファイル 

・GoogleMAP等の外部サイトコンテンツを利用しているページ 

・アクセシビリティ方針策定日（２０２２年９月 22日）より前に作成されたコンテンツ

または画像，および動画等 

試験実施日 2022年 9月 23日～ 10月 3日 

 

  



 

試験を行ったウェブページ 

http://lsf.jp/ 

http://lsf.jp/index.php 

http://lsf.jp/info_list.php 

http://lsf.jp/about/recruit_voices.php 

http://lsf.jp/about/info_list.php 

http://lsf.jp/about/recruit_info.php 

http://lsf.jp/about/accessibility.php 

http://lsf.jp/about/link.php 

http://lsf.jp/about/attempt.php 

http://lsf.jp/about/privacy.php 

http://lsf.jp/about/finance.php 

http://lsf.jp/about/recruit.php 

http://lsf.jp/about/ 

http://lsf.jp/about/about.php 

http://lsf.jp/about/access.php 

http://lsf.jp/const/result.php 

http://lsf.jp/const/r4_koganemachi_1007.php 

http://lsf.jp/const/r4_torikai_0819_0908.php 

http://lsf.jp/const/r4_knishijin_0801_0914.php 

http://lsf.jp/const/r4_ozasa_0902_0922.php 

http://lsf.jp/const/r4_kamimuta_0819_0908.php 

http://lsf.jp/const/r4_tounohara_0902_0922.php 

http://lsf.jp/const/r4_higashiaikawa_0902_0922.php 

http://lsf.jp/const/bukkenlist.php 

http://lsf.jp/const/r4_rouji_0902_0922.php 

http://lsf.jp/const/land_1007.php 

http://lsf.jp/const/trade_simulation.php 

http://lsf.jp/const/info_list.php 

http://lsf.jp/const/munakata.php 

http://lsf.jp/const/maintenance.php 

http://lsf.jp/const/buyback.php 

http://lsf.jp/const/mortgage.php 

http://lsf.jp/const/mediation.php 

http://lsf.jp/const/tenant.php 

http://lsf.jp/const/ 

http://lsf.jp/const/simulation.php 

http://lsf.jp/download/index.php 



http://lsf.jp/download/download_pref.php 

http://lsf.jp/download/download_const.php 

http://lsf.jp/download/ 

http://lsf.jp/download/download_rent.php 

http://lsf.jp/information/telphone_info04.php 

http://lsf.jp/information/telphone_info02.php 

http://lsf.jp/information/telphone_info03.php 

http://lsf.jp/information/index.php 

http://lsf.jp/information/telphone_info01.php 

http://lsf.jp/information/inquire_form.php 

http://lsf.jp/information/telephone.php 

http://lsf.jp/information/ 

http://lsf.jp/mypage/my_page_pwreset01.php 

http://lsf.jp/mypage/my_page_login.php 

http://lsf.jp/mypage/my_page_set01.php 

http://lsf.jp/pref/point_appli_chikuho.php 

http://lsf.jp/pref/point_appli_organization.php 

http://lsf.jp/pref/point_appli_kitakyushu.php 

http://lsf.jp/pref/point_appli_chikugo.php 

http://lsf.jp/pref/lottery_appli_chikuho.php 

http://lsf.jp/pref/lottery_appli_organization.php 

http://lsf.jp/pref/lottery_appli_kitakyushu.php 

http://lsf.jp/pref/lottery_appli_chikugo.php 

http://lsf.jp/pref/require_check.php 

http://lsf.jp/pref/lottery_0905.php 

http://lsf.jp/pref/info_list.php 

http://lsf.jp/pref/always_0829.php 

http://lsf.jp/pref/type_multi-family.php 

http://lsf.jp/pref/type_senior-citizen.php 

http://lsf.jp/pref/married.php 

http://lsf.jp/pref/type_wheelchair.php 

http://lsf.jp/pref/type_ippan.php 

http://lsf.jp/pref/type_tannshinnyukyo.php 

http://lsf.jp/pref/point_flow.php 

http://lsf.jp/pref/point_appli.php 

http://lsf.jp/pref/point_require.php 

http://lsf.jp/pref/point_method.php 

http://lsf.jp/pref/lottery_flow.php 

http://lsf.jp/pref/lottery_appli.php 

http://lsf.jp/pref/lottery_preferential.php 

http://lsf.jp/pref/lottery_method.php 



http://lsf.jp/pref/always_flow.php 

http://lsf.jp/pref/lottery_require.php 

http://lsf.jp/pref/index.php 

http://lsf.jp/pref/always_require.php 

http://lsf.jp/pref/ 

http://lsf.jp/pref_in/shuzen.php 

http://lsf.jp/pref_in/residents.php 

http://lsf.jp/pref_in/yokusouikou.php 

http://lsf.jp/pref_in/ 

http://lsf.jp/pref_in/attention.php 

http://lsf.jp/question/index.php 

http://lsf.jp/question/ 

http://lsf.jp/question/pref/index.php 

http://lsf.jp/question/pref_in/index.php 

http://lsf.jp/question/rent/ 

http://lsf.jp/question/rent/index.php 

http://lsf.jp/question/rent_in/index.php 

http://lsf.jp/rent/ippan.php 

http://lsf.jp/rent/sta_result.php 

http://lsf.jp/rent/nyukyokibou_jizentouroku_form.php 

http://lsf.jp/rent/rail_kitakyusu.html 

http://lsf.jp/rent/rail_chikugo.html 

http://lsf.jp/rent/info_tokutei.php 

http://lsf.jp/rent/rail_fukuoka.html 

http://lsf.jp/rent/res_wheelchair.php 

http://lsf.jp/rent/res_soho.php 

http://lsf.jp/rent/apply_rent_03.php 

http://lsf.jp/rent/apply_rent_04.php 

http://lsf.jp/rent/apply_rent_01.php 

http://lsf.jp/rent/apply_rent_02.php 

http://lsf.jp/rent/check_publ_tyc.php 

http://lsf.jp/rent/check_publ_cyc.php 

http://lsf.jp/rent/info_list.php 

http://lsf.jp/rent/type_of_house.php 

http://lsf.jp/rent/shinkon_kosodate.php 

http://lsf.jp/rent/nyukyokibou_jizentouroku.php 

http://lsf.jp/rent/property_list.php 

http://lsf.jp/rent/index.php 

http://lsf.jp/rent/property_name_search.php 

http://lsf.jp/rent/property_conditions_search.php 

http://lsf.jp/rent/property_map_search_top.php 



http://lsf.jp/rent/property_station_search.php 

http://lsf.jp/rent/deals.php 

http://lsf.jp/rent/dan_list.php 

http://lsf.jp/rent/seido.php 

http://lsf.jp/rent/apply_rent.php 

http://lsf.jp/rent/beginners.php 

http://lsf.jp/rent/merit.php 

http://lsf.jp/rent/document_request.php 

http://lsf.jp/rent/inqu_rent.php 

http://lsf.jp/rent/ 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q01_07.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q01_06.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q02_10.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q02_04.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q02_09.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q01_08.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q02_05.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer15.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer16.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer14.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q02_08.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer12.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer13.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_none02.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer11.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer10.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q02_03.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_none01.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer09.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer08.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q01_16.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer06.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer07.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q01_11.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q01_12.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer04.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer05.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer02.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer03.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q01_05.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_answer01.php 



http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q02_02.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q02_07.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q01_10.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q01_14.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_houjin.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_q01_04.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/index.php 

http://lsf.jp/rent/rent_flow/flow_ippan.php 

http://lsf.jp/rent_in/transfer.php 

http://lsf.jp/rent_in/ 

http://lsf.jp/rent_pref/index.php 

http://lsf.jp/rent_pref/ 

 

  



達成基準チェックリスト 

適用列の「－」は達成基準の対象となるコンテンツがないことを表しています。 

細分箇条 達成基準 適合 

レベル 

適用 結果 注記 

1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 A 適用 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 - 適合 動画、音声コンテ

ンツなし 

1.2.2 キャプション（収録済み）の達成基準 A - 適合 動画、音声コンテ

ンツなし 

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 - 適合 動画、音声コンテ

ンツなし 

1.2.4 キャプション（ライブ）の達成基準 AA - 適合 動画、音声コンテ

ンツなし 

1.2.5 音声解説（収録済み）の達成基準 AA - 適合 動画、音声コンテ

ンツなし 

1.3.1 情報及び関係性の達成基準 A 適用 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 - 適合 動画、音声コンテ

ンツなし 

1.4.3 コントラスト（最低限レベル）の達成基準 AA 適用 適合   

1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 AA 適用 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 - 適合   

2.2.2 一時停止、停止及び非表示の達成基準 A - 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 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 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 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 - 適合 入力エラーが発

生するコンテン

ツなし 

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   

 


