
 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道札幌市 開始 8/30/2017 終了 8/31/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.sapporo.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道函館市 開始 9/13/2017 終了 9/13/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

3 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ません。 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道小樽市 開始 9/13/2017 終了 9/13/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.otaru.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道旭川市 開始 9/13/2017 終了 9/13/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 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ません。 

4 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

5 id 属性の値に重複があります。(※※※) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道室蘭市 開始 9/13/2017 終了 9/13/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.muroran.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 object 要素内には、代替テキストを提供してください 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道釧路市 開始 9/13/2017 終了 9/13/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kushiro.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 frame 要素に title 属性がありません。frame 要素には、フレームの内容を説明するための

空でない title 属性を提供してください 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道帯広市 開始 9/13/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 id 属性の値に重複があります。(※※※) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道北見市 開始 9/13/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kitami.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道夕張市 開始 9/13/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.yubari.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 1.4.2:音声の制御の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道岩見沢市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道網走市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。 

3 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道留萌市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.e-rumoi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道苫小牧市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道稚内市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道美唄市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.bibai.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

2 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

3 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ません。 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道芦別市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道江別市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 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ません。 

5 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道赤平市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.akabira.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道紋別市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://mombetsu.jp/index.html 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道士別市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/index.html 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

2 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 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ません。 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道名寄市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nayoro.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道三笠市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道根室市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/dcitynd.nsf 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

3 このページには複数の body 要素があるようです．HTML を修正してください 

4 body 要素の位置が正しくないようです．HTML を修正してください 

5 このページには複数の html 要素があるようです．HTML を修正してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道千歳市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.chitose.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

2 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ません。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 id 属性の値に重複があります。(※※※) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道滝川市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道砂川市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 frame 要素に title 属性がありません。frame 要素には、フレームの内容を説明するための

空でない title 属性を提供してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道歌志内市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.utashinai.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道深川市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.fukagawa.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道富良野市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.furano.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 id 属性の値に重複があります。(※※※) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道登別市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.noboribetsu.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道恵庭市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサ

イト 

http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 id 属性の値に重複があります。(※※※) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道伊達市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.date.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

3 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ません。 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道北広島市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道石狩市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道北斗市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道当別町 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 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ません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道新篠津村 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道松前町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.matsumae.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道福島町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.fukushima.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 このページには複数の body 要素があるようです．HTML を修正してください 

5 このページには複数の html 要素があるようです．HTML を修正してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道知内町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道木古内町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 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ません。 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道七飯町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nanae.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 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ません。 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道鹿部町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shikabe.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道森町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 object 要素内には、代替テキストを提供してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道八雲町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yakumo.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 accesskey 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道長万部町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.oshamambe.lg.jp/index.php 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 accesskey 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道江差町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.hokkaido-esashi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道上ノ国町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kaminokuni.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道厚沢部町 開始 12/1/2017 終了 12/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.assabu.lg.jp/index.php 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

2 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ません。 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 accesskey 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道乙部町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.otobe.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4  

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

2 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5  
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道奥尻町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.okushiri.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道今金町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.imakane.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道せたな町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.setana.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道島牧村 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.shimamaki.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 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ません。 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道寿都町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.suttu.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道黒松内町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.kuromatsunai.com/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道蘭越町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 

3 画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道ニセコ町 開始 9/22/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.niseko.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道真狩村 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://makkari.info/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道留寿都村 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.rusutsu.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 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ません。 

4 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

5 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道喜茂別町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 

3 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

4 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 

5 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ません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道京極町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town-kyogoku.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5  
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道倶知安町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道共和町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kyowa.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4  

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4  

5  
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道岩内町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道泊村 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4  

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4  

5  
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道神恵内村 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.kamoenai.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道積丹町 開始 9/21/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://town-shakotan.com/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 

5 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道古平町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.furubira.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道仁木町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.niki.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

5  
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道余市町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yoichi.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道赤井川村 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.akaigawa.com/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道南幌町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道奈井江町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.naie.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道上砂川町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://town.kamisunagawa.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 id 属性の値に重複があります。(※※※) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道由仁町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yuni.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道長沼町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.maoi-net.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道栗山町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

4 object 要素内には、代替テキストを提供してください 

5 このページには body 要素が無いか，誤った位置に配置されているようです．HTML を修

正してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道月形町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 object 要素内には、代替テキストを提供してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道浦臼町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.urausu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 body 要素の位置が正しくないようです．HTML を修正してください 

5 このページには複数の body 要素があるようです．HTML を修正してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道新十津川町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

2 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ません。 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道妹背牛町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.moseushi.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

5 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道秩父別町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道雨竜町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.uryu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 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ません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道北竜町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道沼田町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.numata.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

2 th 要素の scope 属性値が不正です。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道鷹栖町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.takasu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道東神楽町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト https://www.town.higashikagura.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

3 各 fieldset 要素には、そのグループの説明を含めた legend 要素を指定してください 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道当麻町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://town.tohma.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道比布町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.pippu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道愛別町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道上川町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道東川町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://town.higashikawa.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 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ません。 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道美瑛町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.biei.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道上富良野町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道中富良野町 開始 9/15/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nakafurano.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道南富良野町 開始 11/16/2017 終了 11/19/2017 

対象ウェブサイト http://town.minamifurano.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 各 fieldset 要素には、そのグループの説明を含めた legend 要素を指定してください 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道占冠村 開始 9/15/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.shimukappu.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 id 属性の値に重複があります。(※※※) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道和寒町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 このページには body 要素が無いか，誤った位置に配置されているようです．HTML を修

正してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道剣淵町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道下川町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 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ません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道美深町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道音威子府村 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 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ません。 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5  
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道中川町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 frame 要素に title 属性がありません。frame 要素には、フレームの内容を説明するための

空でない title 属性を提供してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道幌加内町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道増毛町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.mashike.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

5 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道小平町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.obira.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道苫前町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.tomamae.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道羽幌町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.haboro.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 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ません。 

4 object 要素内には、代替テキストを提供してください 

5 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道初山別村 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 area 要素に alt 属性がありません： ※※※。代替テキストを提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道遠別町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道天塩町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.teshiotown.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 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ません。 

5 id 属性の値に重複があります。(※※※) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道猿払村 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道浜頓別町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道中頓別町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道枝幸町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.esashi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 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ません。 

5 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道豊富町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 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ません。 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道礼文町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.rebun.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道利尻町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.rishiri.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道利尻富士町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 このページには複数の body 要素があるようです．HTML を修正してください 

5 このページには複数の html 要素があるようです．HTML を修正してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道幌延町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道美幌町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道津別町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道斜里町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shari.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 

3 accesskey 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道清里町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道小清水町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 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ません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道訓子府町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 

2 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道置戸町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.oketo.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 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ません。 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道佐呂間町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.saroma.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道遠軽町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://engaru.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道湧別町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yubetsu.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 body 要素の位置が正しくないようです．HTML を修正してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道滝上町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://town.takinoue.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道興部町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.okoppe.lg.jp/cms/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

2 th 要素の scope 属性値が不正です。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道西興部村 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.nishiokoppe.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 

2 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道雄武町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.oumu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道大空町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ozora.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.2.1:タイミング調整可能の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 area 要素に alt 属性がありません： ※※※。代替テキストを提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道豊浦町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道壮瞥町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト https://www.town.sobetsu.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 area 要素に alt 属性がありません： ※※※。代替テキストを提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道白老町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道厚真町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.atsuma.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 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ません。 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道洞爺湖町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.toyako.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 body 要素の位置が正しくないようです．HTML を修正してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道安平町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.abira.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道むかわ町 開始 9/19/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.mukawa.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 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ません。 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道日高町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

2 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 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ません。 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道平取町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.biratori.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

4 1.4.2:音声の制御の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 

4 自動的に音を再生することは避けてください。 自動的に再生する際は、音を再生している

ことを明示しているか確認してください 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道新冠町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.niikappu.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道浦河町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.urakawa.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 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ません。 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道様似町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.samani.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道えりも町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.erimo.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 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ません。 

3 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道新ひだか町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 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ません。 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道音更町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 accesskey 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道士幌町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.shihoro.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道上士幌町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.kamishihoro.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道鹿追町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト https://www.town.shikaoi.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 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ません。 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道新得町 開始 9/21/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.shintoku-town.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 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ません。 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道清水町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shimizu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道芽室町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.memuro.net/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道中札内村 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道更別村 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.sarabetsu.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

5 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ません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道大樹町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.taiki.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道広尾町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hiroo.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 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ません。 

3 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道幕別町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.makubetsu.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道池田町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道豊頃町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.toyokoro.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 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ません。 

5 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道本別町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道足寄町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道陸別町 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト https://www.rikubetsu.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道浦幌町 開始 9/21/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.urahoro.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 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ません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道釧路町 開始 9/21/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kushiro.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道厚岸町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト https://www.akkeshi-town.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 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ません。 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道浜中町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.townhamanaka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

4 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道標茶町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道弟子屈町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道鶴居村 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.tsurui.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道白糠町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shiranuka.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道別海町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://betsukai.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 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ません。 

3 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道中標津町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.nakashibetsu.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道標津町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.shibetsutown.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 北海道羅臼町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.rausu-town.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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ません。 

2 画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。 

3 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 id 属性の値に重複があります。(※※※) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 


