
 
 

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 岐阜県岐阜市 開始 9/28/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.gifu.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 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 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 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 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 岐阜県大垣市 開始 9/28/2017 終了 9/28/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ogaki.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 2.4.1: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 3.3.2: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 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 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 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 岐阜県高山市 開始 9/28/2017 終了 9/28/2017 

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

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 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 岐阜県多治見市 開始 9/28/2017 終了 9/28/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tajimi.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 2.4.2: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 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 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 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。 

 



 
 

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 岐阜県関市 開始 9/28/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.seki.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 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 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 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 岐阜県中津川市 開始 9/28/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nakatsugawa.gifu.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 4.1.1: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 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 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 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 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 岐阜県美濃市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.mino.gifu.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 "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 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 岐阜県瑞浪市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.mizunami.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 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 1.3.1: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 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 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 岐阜県羽島市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.hashima.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 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 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 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 岐阜県恵那市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ena.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 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 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 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 岐阜県美濃加茂市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/ 

 

 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 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 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 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 岐阜県土岐市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.toki.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 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 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 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 岐阜県各務原市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kakamigahara.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 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 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 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 object 要素内には、代替テキストを提供してください 

4 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

5 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 岐阜県可児市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kani.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 4.1.1: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 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 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 岐阜県山県市 開始 9/29/2017 終了 10/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.yamagata.gifu.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 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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 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 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 岐阜県瑞穂市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.mizuho.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 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 1.4.4: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 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 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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 岐阜県飛騨市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.hida.gifu.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 4.1.1: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 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 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 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 岐阜県本巣市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.motosu.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 1.1.1: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 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 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 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 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 岐阜県郡上市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.gujo.gifu.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 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 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 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 岐阜県下呂市 開始 9/29/2017 終了 10/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.gero.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 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 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 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 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 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 岐阜県海津市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kaizu.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 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 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 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 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 岐阜県岐南町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ginan.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 3.3.2: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 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 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 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 岐阜県笠松町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kasamatsu.gifu.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 1.3.1: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 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 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 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 岐阜県養老町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yoro.gifu.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 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  
「※※※」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 岐阜県垂井町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.tarui.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 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  

＜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 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。 

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 岐阜県関ケ原町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.sekigahara.gifu.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  

＜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 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  
「※※※」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 岐阜県神戸町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.godo.gifu.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 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 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 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 岐阜県輪之内町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://town.wanouchi.gifu.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 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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 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 岐阜県安八町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.anpachi.gifu.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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）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 4.1.2: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 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 

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 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 岐阜県揖斐川町 開始 9/29/2017 終了 9/30/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ibigawa.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 1.3.1: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 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 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 岐阜県大野町 開始 9/30/2017 終了 9/30/2017 

対象ウェブサイト http://www.town-ono.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 1.3.1: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 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 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 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 岐阜県池田町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.gifu-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 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 1.3.1: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 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 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 "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 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 岐阜県北方町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kitagata.gifu.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 1.1.1: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 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 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 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 空白文字のみからなる文字列 "※※※" は画像ボタンの alt 属性として不適切です。適切な

代替テキストを指定してください 
「※※※」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 岐阜県坂祝町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.sakahogi.gifu.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 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 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 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 岐阜県富加町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.tomika.gifu.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 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 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 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 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 岐阜県川辺町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.kawabe-gifu.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 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 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 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 岐阜県七宗町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.hichiso.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 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 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 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 岐阜県八百津町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yaotsu.lg.jp/top.cfm 

 

 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 2.4.1: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 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 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 "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 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 岐阜県白川町 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shirakawa.lg.jp/forms/top/top.aspx 

 

 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 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 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 岐阜県東白川村 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト https://www.vill.higashishirakawa.gifu.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 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 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 岐阜県御嵩町 開始 9/29/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.mitake.gifu.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 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 "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 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 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 岐阜県白川村 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://shirakawa-go.org/ 

 

 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 1.4.4: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 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 "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 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 静岡県静岡市 開始 8/31/2017 終了 9/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.shizuoka.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 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 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 静岡県浜松市 開始 9/1/2017 終了 9/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.hamamatsu.shizuoka.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 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 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 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 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 静岡県沼津市 開始 9/29/2017 終了 9/30/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.numazu.shizuoka.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 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 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 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 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 静岡県熱海市 開始 9/29/2017 終了 9/29/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.atami.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 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

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 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 静岡県三島市 開始 9/29/2017 終了 9/30/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.mishima.shizuoka.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 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 静岡県富士宮市 開始 9/30/2017 終了 9/30/2017 

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

＜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 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  
「※※※」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 静岡県伊東市 開始 9/30/2017 終了 9/30/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ito.shizuoka.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 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 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 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 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 静岡県島田市 開始 9/30/2017 終了 9/30/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.shimada.shizuoka.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 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 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 object 要素内には、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 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 静岡県富士市 開始 9/30/2017 終了 9/30/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.fuji.shizuoka.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 2.4.1: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 object 要素内には、代替テキスト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 静岡県磐田市 開始 9/30/2017 終了 9/30/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.iwata.shizuoka.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 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 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 "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 静岡県焼津市 開始 9/30/2017 終了 9/30/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.yaizu.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 4.1.2: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 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 静岡県掛川市 開始 9/30/2017 終了 9/30/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kakegawa.shizuoka.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 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 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 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 "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 静岡県藤枝市 開始 9/30/2017 終了 10/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.fujieda.shizuoka.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 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 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 静岡県御殿場市 開始 9/30/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.gotemba.shizuoka.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 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 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 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 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 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 静岡県袋井市 開始 10/1/2017 終了 10/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.fukuroi.shizuoka.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 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 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 静岡県下田市 開始 10/1/2017 終了 10/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.shimoda.shizuoka.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 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 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 "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 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 静岡県裾野市 開始 10/1/2017 終了 10/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.susono.shizuoka.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 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 1.3.1: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 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 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 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 静岡県湖西市 開始 10/1/2017 終了 10/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kosai.shizuoka.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 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 静岡県伊豆市 開始 10/1/2017 終了 10/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.izu.shizuoka.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 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 4.1.2: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 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 静岡県御前崎市 開始 10/1/2017 終了 10/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.omaezaki.shizuoka.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 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 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 静岡県菊川市 開始 10/1/2017 終了 10/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kikugawa.shizuoka.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 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 静岡県伊豆の国市 開始 10/1/2017 終了 10/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.izunokuni.shizuoka.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 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 object 要素内には、代替テキストを提供してください 

5 "※※※"（&nbsp;を含む空白文字のみ）は画像の alt 属性として不適切です。 (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。そうでなければ適切な

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 静岡県牧之原市 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.makinohara.shizuoka.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 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 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。 

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 静岡県東伊豆町 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.higashiizu.shizuoka.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 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 静岡県河津町 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kawazu.shizuoka.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 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 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 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 静岡県南伊豆町 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.minamiizu.shizuoka.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 "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 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 静岡県松崎町 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.matsuzaki.shizuoka.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  

＜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 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 静岡県西伊豆町 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nishiizu.shizuoka.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 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 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 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 "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 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 静岡県函南町 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kannami.shizuoka.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 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 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 静岡県清水町 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shimizu.shizuoka.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 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 静岡県長泉町 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://japan.nagaizumi.org/ 

 

 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 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 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。 

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 静岡県小山町 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.fuji-oyama.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 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 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 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 "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 静岡県吉田町 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yoshida.shizuoka.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 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 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 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 静岡県川根本町 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kawanehon.shizuoka.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 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 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 静岡県森町 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.morimachi.shizuoka.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 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 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 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 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 愛知県名古屋市 開始 9/1/2017 終了 9/1/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nagoya.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 1.3.1: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 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 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  
「※※※」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 愛知県豊橋市 開始 10/2/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.toyohashi.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 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 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 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 愛知県岡崎市 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.okazaki.lg.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 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 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 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 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 愛知県一宮市 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ichinomiya.aichi.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 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 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 愛知県瀬戸市 開始 10/2/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.seto.aichi.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 "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 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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 愛知県半田市 開始 10/2/2017 終了 10/2/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.handa.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 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 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 愛知県春日井市 開始 10/2/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kasugai.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 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 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 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 愛知県豊川市 開始 10/3/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.toyokawa.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 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 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 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 愛知県津島市 開始 10/3/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tsushima.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 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 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 愛知県碧南市 開始 10/3/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.hekinan.aichi.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 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 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 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 愛知県刈谷市 開始 10/3/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kariya.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 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 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 愛知県豊田市 開始 10/3/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.toyota.aichi.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 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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 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 データセルの headers 属性値に含まれる id に対応する見出しセルがありません。 ※※※ 
「※※※」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 愛知県安城市 開始 10/3/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.anjo.aichi.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 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 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 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 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 愛知県西尾市 開始 10/3/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nishio.aichi.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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）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 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 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 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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 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 愛知県蒲郡市 開始 10/3/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.gamagori.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 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 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 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 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 愛知県犬山市 開始 10/3/2017 終了 10/3/2017 

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

4  

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 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  

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 愛知県常滑市 開始 10/3/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tokoname.aichi.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  

＜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 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 愛知県江南市 開始 10/3/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.konan.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 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 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 愛知県小牧市 開始 10/3/2017 終了 10/3/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.komaki.aichi.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 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 愛知県稲沢市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.inazawa.aichi.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 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 "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 愛知県新城市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.shinshiro.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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

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 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 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 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

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 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 愛知県東海市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tokai.aichi.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 4.1.1:構文解析の達成基準 

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 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 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 愛知県大府市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.obu.aichi.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 "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 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 愛知県知多市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.chita.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 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 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 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 愛知県知立市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.chiryu.aichi.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 4.1.1:構文解析の達成基準 

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 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 "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 愛知県尾張旭市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.owariasahi.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 2.4.1: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 3.3.2: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 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 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 愛知県高浜市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.takahama.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 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 2.4.2: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 "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 愛知県岩倉市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.iwakura.aichi.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 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 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 データセルの headers 属性値に含まれる id に対応する見出しセルがありません。 ※※※ 

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 愛知県豊明市 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.toyoake.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 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 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 愛知県日進市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nisshin.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 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 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 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 愛知県田原市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tahara.aichi.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 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 blink を用いて 5 秒以上文章を明滅させることは避けてください。 
「※※※」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 愛知県愛西市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.aisai.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 2.4.4: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 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 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 愛知県清須市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kiyosu.aichi.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 2.4.2: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 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 愛知県北名古屋市 開始 10/4/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kitanagoya.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 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 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 愛知県弥富市 開始 10/4/2017 終了 10/4/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.yatomi.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 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 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 愛知県みよし市 開始 10/4/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.aichi-miyoshi.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 2.2.2:一時停止，停止及び非表示の達成基準 

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 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 blink を用いて 5 秒以上文章を明滅させることは避けてください。 

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 愛知県あま市 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ama.aichi.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 4.1.1: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 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 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 accesskey 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 愛知県長久手市 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nagakute.lg.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 1.3.1: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 1.1.1: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 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 愛知県東郷町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.aichi-togo.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 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 "※※※"（&nbsp;を含む空白文字のみ）は画像の alt 属性として不適切です。 (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。そうでなければ適切な

代替テキスト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 愛知県豊山町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.toyoyama.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 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 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 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 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 愛知県大口町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.oguchi.aichi.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 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 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 愛知県扶桑町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.fuso.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 1.1.1: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 3.3.2: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 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 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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 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 愛知県大治町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.oharu.aichi.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 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 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 愛知県蟹江町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kanie.aichi.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 3.1.1: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 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 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 愛知県飛島村 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.tobishima.aichi.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 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 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 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 愛知県阿久比町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.agui.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 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 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 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 愛知県東浦町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.aichi-higashiura.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 4.1.1: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 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 愛知県南知多町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

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

 

 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 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 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 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 愛知県美浜町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.aichi-mihama.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 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 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 愛知県武豊町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.taketoyo.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 1.3.1: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 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 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 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 愛知県幸田町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kota.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 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 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 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 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 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 愛知県設楽町 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shitara.aichi.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 2.4.4: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 1.4.4: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 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 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 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 愛知県東栄町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.toei.aichi.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 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 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 愛知県豊根村 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.toyone.aichi.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 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 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 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 三重県津市 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.info.city.tsu.mie.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 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 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 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 三重県四日市市 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.yokkaichi.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 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 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 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 三重県伊勢市 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ise.mie.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 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 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 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 三重県松阪市 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.matsusaka.mie.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 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 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 三重県桑名市 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kuwana.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 1.4.4: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 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 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 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 三重県鈴鹿市 開始 10/5/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.suzuka.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 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 1.3.1: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 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 

4 object 要素内には、代替テキスト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 三重県名張市 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nabari.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 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 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 "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 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 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 三重県尾鷲市 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.owase.lg.jp/public/sougou_top/index_sou.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 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 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 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 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 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 三重県亀山市 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kameyama.mie.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 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 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 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 三重県鳥羽市 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.toba.mie.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 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 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 "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 三重県熊野市 開始 10/5/2017 終了 10/5/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kumano.mie.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 2.4.2: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 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 "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 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 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 三重県いなべ市 開始 10/5/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.inabe.mie.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 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

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 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 accesskey 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 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 三重県志摩市 開始 10/5/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.shima.mie.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 1.3.1: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 4.1.1: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 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 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 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 三重県伊賀市 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.iga.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 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 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 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。 
「※※※」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 三重県木曽岬町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

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

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 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 三重県東員町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.toin.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  

＜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 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 

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 "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 三重県菰野町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www2.town.komono.mie.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 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 3.1.1: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 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 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 三重県朝日町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www2.town.asahi.mie.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 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 1.3.1: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 "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 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 三重県川越町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kawagoe.mie.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 2.4.1: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 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 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 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 三重県多気町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.taki.mie.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 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 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 三重県明和町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.meiwa.mie.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 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 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 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 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 三重県大台町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.odaitown.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 4.1.1:構文解析の達成基準 

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 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 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 三重県玉城町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト https://kizuna.town.tamaki.mie.jp/town_site/index/ 

 

 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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）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 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 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 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 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 三重県度会町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.watarai.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 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。 

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 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 三重県大紀町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.taiki.mie.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 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 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 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 三重県南伊勢町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.minamiise.mie.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 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 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 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 三重県紀北町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.mie-kihoku.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 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 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 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 三重県御浜町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://town.mihama.mie.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 "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 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 三重県紀宝町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kiho.mie.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 4.1.1: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 accesskey 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 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。 

 




