
 
 

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 富山県富山市 開始 9/13/2017 終了 9/13/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.toyama.toyama.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 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 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 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 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 富山県高岡市 開始 9/13/2017 終了 9/13/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.takaoka.toyama.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 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 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 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 富山県魚津市 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.uozu.toyama.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 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 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 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 富山県氷見市 開始 9/13/2017 終了 9/13/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.himi.toyama.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 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 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 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 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 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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 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 富山県滑川市 開始 9/13/2017 終了 9/13/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.namerikawa.toyama.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 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 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 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 富山県黒部市 開始 9/13/2017 終了 9/13/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kurobe.toyama.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 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 1.1.1: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 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 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 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 富山県砺波市 開始 9/13/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tonami.toyama.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 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 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 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 富山県小矢部市 開始 9/13/2017 終了 9/13/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.oyabe.toyama.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 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 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 富山県南砺市 開始 9/13/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/index.jsp 

 

 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 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 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 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 富山県射水市 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.imizu.toyama.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 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 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 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 富山県舟橋村 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.funahashi.toyama.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 富山県上市町 開始 9/14/2017 終了 9/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kamiichi.toyama.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 3.1.1:ページの言語の達成基準 

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 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 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 富山県立山町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/ 

 

 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 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 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 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 富山県入善町 開始 9/14/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nyuzen.toyama.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 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 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 富山県朝日町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.asahi.toyama.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 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 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 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 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 石川県金沢市 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www4.city.kanazawa.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 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 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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 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 石川県七尾市 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nanao.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 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 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 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 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 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 石川県小松市 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.komatsu.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 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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 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 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 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 石川県輪島市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.wajima.ishikawa.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 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 石川県珠洲市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.suzu.ishikawa.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 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 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 "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 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 石川県加賀市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kaga.ishikawa.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 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 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 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 石川県羽咋市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.hakui.ishikawa.jp/sypher/www/index.jsp 

 

 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 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 1.1.1: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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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 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 石川県かほく市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/ 

 

 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 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 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 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 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 石川県白山市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.hakusan.ishikawa.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 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 1.1.1: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 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 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 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 石川県能美市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nomi.ishikawa.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 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 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 石川県野々市市 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nonoichi.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 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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 1.4.4: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 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 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 石川県川北町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kawakita.ishikawa.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 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 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 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 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 石川県津幡町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.tsubata.ishikawa.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 "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） 

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 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 石川県内灘町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/index.jsp 

 

 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 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 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 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 石川県志賀町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shika.ishikawa.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 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 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 石川県宝達志水町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.hodatsushimizu.jp/kurashi/ 

 

 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 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 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 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 石川県中能登町 開始 9/15/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/webapps/www/index.jsp 

 

 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 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 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 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 石川県穴水町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.anamizu.ishikawa.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 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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 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 石川県能登町 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.noto.lg.jp/www/total_top.jsp 

 

 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 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 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 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 福井県福井市 開始 9/15/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.fukui.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 4.1.2: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 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 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 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 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 福井県敦賀市 開始 9/15/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tsuruga.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 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 3.1.1:ページの言語の達成基準 

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 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 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 福井県小浜市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www1.city.obama.fukui.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 1.3.1: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 "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 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 福井県大野市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ono.fukui.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 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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 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 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 福井県勝山市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.katsuyama.fukui.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 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 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 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 福井県鯖江市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト https://www.city.sabae.fukui.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 "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 福井県あわら市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.awara.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 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

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 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 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 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 福井県越前市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.echizen.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 1.3.1: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 4.1.2: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 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 福井県坂井市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.fukui-sakai.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 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 4.1.1: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 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 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 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 福井県永平寺町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.eiheiji.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 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 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 accesskey 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 福井県池田町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ikeda.fukui.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 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 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 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  
「※※※」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 福井県南越前町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.minamiechizen.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 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 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 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 福井県越前町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.echizen.fukui.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 3.1.1:ページの言語の達成基準 

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 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 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 福井県美浜町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.mihama.fukui.jp/www/normal_top.jsp 

 

 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 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 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 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 福井県高浜町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.takahama.fukui.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 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 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 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 福井県おおい町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ohi.fukui.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 1.3.1: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 4.1.2: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 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 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 福井県若狭町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.fukui-wakasa.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 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 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 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。 

 




