
 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 青森県青森市 開始 9/15/2017 終了 9/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 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 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 青森県弘前市 開始 9/15/2017 終了 9/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.hirosaki.aomori.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

="ja">) 

4 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 青森県八戸市 開始 9/15/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.hachinohe.aomori.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 青森県黒石市 開始 9/15/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kuroishi.aomori.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 青森県五所川原市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.goshogawara.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 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 2.4.2: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 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 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 青森県十和田市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

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

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 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 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 青森県三沢市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.misawa.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 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 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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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

3 この 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 青森県むつ市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.2: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 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 青森県つがる市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tsugaru.aomori.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 青森県平川市 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※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 青森県平内町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hiranai.aomori.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 青森県今別町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 4.1.1: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 "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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

挿入位置を見直してください) 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 青森県蓬田村 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

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

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

3 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 青森県外ヶ浜町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 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 青森県鰺ヶ沢町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1: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 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 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 

2 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 

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 青森県深浦町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

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

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

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

きません 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 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 青森県西目屋村 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.nishimeya.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 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 青森県藤崎町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.fujisaki.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 4.1.1: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 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 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 "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 青森県大鰐町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

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

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 この HTML 文書に空でない title 要素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 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 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 青森県田舎館村 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 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 青森県板柳町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.itayanagi.aomori.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

3 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 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 青森県鶴田町 開始 9/16/2017 終了 9/16/2017 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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

3 各 fieldset 要素には、そのグループの説明を含めた legend 要素を指定してください 

4 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 青森県中泊町 開始 9/16/2017 終了 9/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nakadomari.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 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 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 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。 

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 青森県野辺地町 開始 9/16/2017 終了 9/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.noheji.aomori.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2: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 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※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 青森県七戸町 開始 9/16/2017 終了 9/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 "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 青森県六戸町 開始 9/17/2017 終了 9/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.rokunohe.aomori.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

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

2 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 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 青森県横浜町 開始 9/17/2017 終了 9/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 青森県東北町 開始 9/17/2017 終了 9/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

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

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

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 青森県六ヶ所村 開始 9/17/2017 終了 9/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.rokkasho.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

けません 

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

="ja">) 

4 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 青森県おいらせ町 開始 9/17/2017 終了 9/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.oirase.aomori.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 青森県大間町 開始 9/17/2017 終了 9/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ooma.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 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 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 青森県東通村 開始 9/17/2017 終了 9/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.3.1: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 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

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

4 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 青森県風間浦村 開始 10/26/2017 終了 10/26/2017 

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

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 4.1.1: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 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 青森県佐井村 開始 9/17/2017 終了 9/17/2017 

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

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 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 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 青森県三戸町 開始 9/17/2017 終了 9/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.sannohe.aomori.jp/wordpress/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

2 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 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 青森県五戸町 開始 9/17/2017 終了 9/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.gonohe.aomori.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 青森県田子町 開始 9/17/2017 終了 9/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

3 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 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 青森県南部町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 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 

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

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 青森県階上町 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hashikami.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 4.1.1: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 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 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 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 青森県新郷村 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.shingo.aomori.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 岩手県盛岡市 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.morioka.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.1: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 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 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 岩手県宮古市 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.miyako.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 岩手県大船渡市 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

4 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 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 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 

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

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 岩手県花巻市 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.hanamaki.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 "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 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 accesskey 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 岩手県北上市 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kitakami.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 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 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 岩手県久慈市 開始 9/19/2017 終了 9/19/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kuji.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 "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 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 岩手県遠野市 開始 9/19/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tono.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 岩手県一関市 開始 9/19/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）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 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 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 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 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 岩手県陸前高田市 開始 9/19/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

挿入位置を見直してください) 

5 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 岩手県釜石市 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kamaishi.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 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 岩手県二戸市 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ninohe.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 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 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 岩手県八幡平市 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.hachimantai.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 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 岩手県奥州市 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.oshu.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

3 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 "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 岩手県滝沢市 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.takizawa.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 "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 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 岩手県雫石町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 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 岩手県葛巻町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 岩手県岩手町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://town.iwate.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 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 岩手県紫波町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shiwa.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

4 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 岩手県矢巾町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yahaba.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

="ja">) 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 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 岩手県西和賀町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

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

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

5 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 岩手県金ケ崎町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 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 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 岩手県平泉町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 1.3.1: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 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 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 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 岩手県住田町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.sumita.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 岩手県大槌町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.otsuchi.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

3 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

4 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 岩手県山田町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yamada.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

4 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 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 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 

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

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 岩手県岩泉町 開始 9/20/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.iwaizumi.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 1.3.1: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 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 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 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 岩手県田野畑村 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.tanohata.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

ク等） 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 岩手県普代村 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.fudai.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.1: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 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 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 岩手県軽米町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.karumai.iwate.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 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 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

="ja">) 

3 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 岩手県野田村 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.noda.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 3.1.1:ページの言語の達成基準 

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

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

="ja">) 

3 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 "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 岩手県九戸村 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.kunohe.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 岩手県洋野町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hirono.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 object 要素内には、代替テキストを提供してください 

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

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

4 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 岩手県一戸町 開始 9/20/2017 終了 9/20/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ichinohe.iwate.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.4.4: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 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 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 宮城県仙台市 開始 8/30/2017 終了 8/30/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.sendai.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 宮城県石巻市 開始 9/20/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ishinomaki.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 2.4.2: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 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 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

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

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

5 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 宮城県塩竈市 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.shiogama.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

4 "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 宮城県気仙沼市 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.kesennuma.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 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 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 宮城県白石市 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 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 宮城県名取市 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.natori.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 宮城県角田市 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

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

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

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 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 宮城県多賀城市 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tagajo.miyagi.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 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 3.1.1: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 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 宮城県岩沼市 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

="ja">) 

5 "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 宮城県登米市 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tome.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 同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 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 宮城県栗原市 開始 9/21/2017 終了 9/21/2017 

対象ウェブサイト http://www.kuriharacity.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 1.1.1: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 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 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

4 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 宮城県東松島市 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 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 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 宮城県大崎市 開始 9/21/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.osaki.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

2 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 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 この HTML 文書に空でない title 要素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 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 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 宮城県富谷市 開始 9/21/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.tomiya-city.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 "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 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 "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 宮城県蔵王町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.zao.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

5 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 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 

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 宮城県七ヶ宿町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shichikashuku.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 "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 宮城県大河原町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ogawara.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 宮城県村田町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.murata.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 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 宮城県柴田町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shibata.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 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 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

5 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 宮城県川崎町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kawasaki.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 宮城県丸森町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.marumori.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 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 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 宮城県亘理町 開始 9/22/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.watari.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

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 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 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 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

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

="ja">) 

4 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 宮城県山元町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

ク等） 

3 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 宮城県松島町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.matsushima.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 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 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 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 宮城県七ヶ浜町 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 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 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 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 宮城県利府町 開始 9/22/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.rifu.miyagi.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 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 "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 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 宮城県大和町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.taiwa.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 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 宮城県大郷町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.miyagi-osato.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 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 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 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 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 宮城県大衡村 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.village.ohira.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

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

ク等） 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 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 宮城県色麻町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shikama.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 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 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 宮城県加美町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kami.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 4.1.1: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 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 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 宮城県涌谷町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.wakuya.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 宮城県美里町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.misato.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

="ja">) 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 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 宮城県女川町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.onagawa.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 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 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 宮城県南三陸町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 秋田県秋田市 開始 9/23/2017 終了 9/24/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 "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 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 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 秋田県能代市 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.noshiro.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

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

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

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 秋田県横手市 開始 9/23/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.yokote.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 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 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

="ja">) 

4 この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 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 秋田県大館市 開始 9/24/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.odate.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

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

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

="ja">) 

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

ク等） 

4 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 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 秋田県男鹿市 開始 9/24/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.oga.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 1.3.1: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 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 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 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 秋田県湯沢市 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.city-yuzawa.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※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 "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 秋田県鹿角市 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kazuno.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.3.1: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 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 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 秋田県由利本荘市 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.yurihonjo.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

="ja">) 

3 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 "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 秋田県潟上市 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.katagami.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 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 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 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 秋田県大仙市 開始 9/22/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.daisen.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 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 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 秋田県北秋田市 開始 9/22/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kitaakita.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 1.3.1: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 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 秋田県にかほ市 開始 9/22/2017 終了 9/22/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nikaho.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 秋田県仙北市 開始 9/22/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.semboku.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

="ja">) 

4 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 秋田県小坂町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kosaka.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

きません 

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

ク等） 

3 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 

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 秋田県上小阿仁村 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.kamikoani.akita.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 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 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 秋田県藤里町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.fujisato.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 秋田県三種町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.mitane.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 各 fieldset 要素には、そのグループの説明を含めた legend 要素を指定してください 

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 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 秋田県八峰町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.happou.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 秋田県五城目町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.gojome.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

="ja">) 

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

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 秋田県八郎潟町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hachirogata.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 1.4.4: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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 "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 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 秋田県井川町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ikawa.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

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

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 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 秋田県大潟村 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.ogata.or.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 4.1.2: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 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 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 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 秋田県美郷町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.misato.akita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 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 秋田県羽後町 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

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

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 フォーム・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 秋田県東成瀬村 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

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

きません 

4 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 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 山形県山形市 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

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

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 4.1.2: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 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 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 山形県米沢市 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 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 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 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 山形県鶴岡市 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 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 山形県酒田市 開始 9/23/2017 終了 9/24/2017 

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

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 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 "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 山形県新庄市 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.shinjo.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 山形県寒河江市 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.sagae.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.4: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 各 fieldset 要素には、そのグループの説明を含めた legend 要素を指定してください 

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 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 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 山形県上山市 開始 9/23/2017 終了 9/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 4.1.2: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 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 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 山形県村山市 開始 9/23/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.murayama.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 "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 山形県長井市 開始 9/24/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nagai.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

きません 

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

ク等） 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 山形県天童市 開始 9/24/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tendo.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 "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 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 山形県東根市 開始 9/24/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.higashine.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 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 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 山形県尾花沢市 開始 9/24/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォ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 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 山形県南陽市 開始 9/24/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nanyo.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 "本文へ移動"などのスキップリンク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 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 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 山形県山辺町 開始 9/24/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yamanobe.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 山形県中山町 開始 9/24/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nakayama.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 山形県河北町 開始 9/24/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kahoku.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 1.4.4: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 画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 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 山形県西川町 開始 9/24/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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 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 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 山形県朝日町 開始 9/24/2017 終了 9/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.asahi.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.1: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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 山形県大江町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.oe.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

ク等） 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 山形県大石田町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.oishida.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

ク等） 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 山形県金山町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kaneyama.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

="ja">) 

3 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。 

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 山形県 上町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://mogami.tv/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 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 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 山形県舟形町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.funagata.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 山形県真室川町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

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

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 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 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 山形県大蔵村 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.ohkura.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

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

5  

＜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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 このページ内リンクは、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 山形県鮭川村 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 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 山形県戸沢村 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

きません 

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

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

けません 

5 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 山形県高畠町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.takahata.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 4.1.1: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 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 frame 要素に title 属性がありません。frame 要素には、フレームの内容を説明するための

空でない title 属性を提供してください 

4 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 

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 山形県川西町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

="ja">) 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※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 山形県小国町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.oguni.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 accesskey 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

5 同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 山形県白鷹町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shirataka.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 2.4.1: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 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 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 山形県飯豊町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.iide.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 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 "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 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 山形県三川町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.mikawa.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 山形県庄内町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shonai.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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）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 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 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 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 山形県遊佐町 開始 9/25/2017 終了 9/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yuza.yamagata.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

="ja">) 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県福島市 開始 9/25/2017 終了 9/26/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

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

5 1.1.1: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 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 

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 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 福島県会津若松市 開始 9/25/2017 終了 9/26/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

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

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

="ja">) 

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

ク等） 

4 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県郡山市 開始 9/25/2017 終了 9/26/2017 

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

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 福島県いわき市 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.iwaki.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 1.3.1: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 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 福島県白河市 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県須賀川市 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

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

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 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 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 福島県喜多方市 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kitakata.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1: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 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 福島県相馬市 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.soma.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

4 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 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 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 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県二本松市 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

="ja">) 

3 画像に 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 福島県田村市 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.tamura.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 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 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 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 福島県南相馬市 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.4: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 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

="ja">) 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県伊達市 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

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

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県本宮市 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

="ja">) 

3 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 福島県桑折町 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県国見町 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 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 

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 福島県川俣町 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

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

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県大玉村 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

対象ウェブサイト https://www.vill.otama.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 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 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県鏡石町 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 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 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県天栄村 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.tenei.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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

4 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

5 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 福島県下郷町 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県檜枝岐村 開始 9/26/2017 終了 9/26/2017 

対象ウェブサイト http://www.hinoemata.com/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

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

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

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県只見町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.tadami.gr.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県南会津町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

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

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

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

けません 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県北塩原村 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県西会津町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 "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 "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 福島県磐梯町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県猪苗代町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 4.1.2: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 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県会津坂下町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

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

 

 調査結果詳細 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県湯川村 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.yugawa.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県柳津町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 1.4.2:音声の制御の達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）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 object 要素内には、代替テキストを提供してください 

3 自動的に音を再生することは避けてください。 自動的に再生する際は、音を再生している

ことを明示しているか確認してください 

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 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 福島県三島町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県金山町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

="ja">) 

4 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県昭和村 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.showa.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県会津美里町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 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 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

けません 

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

ク等） 

4 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 福島県西郷村 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.nishigo.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 4.1.2: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 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 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 福島県泉崎村 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

="ja">) 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県中島村 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill-nakajima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 各 fieldset 要素には、そのグループの説明を含めた legend 要素を指定してください 

4 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県矢吹町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yabuki.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

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 th 要素の scope 属性値が不正です。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県棚倉町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.tanagura.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.2: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 各 fieldset 要素には、そのグループの説明を含めた legend 要素を指定してください 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県矢祭町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

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 HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

3 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 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 各 fieldset 要素には、そのグループの説明を含めた legend 要素を指定してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県塙町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hanawa.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県鮫川村 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.samegawa.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 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。 

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 福島県石川町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 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 "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 福島県玉川村 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 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 福島県平田村 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.hirata.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県浅川町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.asakawa.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2: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 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 "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 福島県古殿町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.furudono.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県三春町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.miharu.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県小野町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ono.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 福島県広野町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hirono.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）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 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 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 福島県楢葉町 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.naraha.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 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 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 福島県富岡町 開始 9/27/2017 終了 9/28/2017 

対象ウェブサイト http://www.tomioka-town.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 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 この HTML 文書に空でない title 要素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 福島県川内村 開始 9/27/2017 終了 9/27/2017 

対象ウェブサイト http://www.kawauchimura.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

2 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県大熊町 開始 11/6/2017 終了 11/7/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.okuma.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 リンクの title 属性の値として、空の文字列や空白文字のみからなる文字列を使用してはい

けません 

5 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 福島県双葉町 開始 9/27/2017 終了 9/28/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福島県浪江町 開始 9/28/2017 終了 9/28/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.namie.fukushima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 福島県葛尾村 開始 9/28/2017 終了 9/28/2017 

対象ウェブサイト http://www.katsurao.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 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 同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 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 福島県新地町 開始 9/28/2017 終了 9/28/2017 

対象ウェブサイト http://www.shinchi-town.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 1.3.1: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 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 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 福島県飯舘村 開始 9/28/2017 終了 9/28/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.iitate.fukushima.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 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 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 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

2 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 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。 

 


