
 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県北九州市 開始 9/3/2017 終了 9/3/2017 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 文書内で主に利用されている言語を※※※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 福岡県福岡市 開始 9/3/2017 終了 9/3/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

ク等） 

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

="ja">) 

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

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

4 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 福岡県大牟田市 開始 10/6/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 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 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 文書内で主に利用されている言語を※※※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 福岡県久留米市 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県直方市 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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 福岡県飯塚市 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

きません 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県田川市 開始 10/6/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

4 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 福岡県柳川市 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 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 "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 福岡県八女市 開始 10/6/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

5 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 福岡県筑後市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.chikugo.lg.jp/#&panel1-1 

 

 調査結果詳細 

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

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

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 フォ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 福岡県大川市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 body 要素の位置が正しくないようです．HTML を修正してください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県行橋市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 4.1.1: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 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 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 福岡県豊前市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 "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 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 福岡県中間市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 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 福岡県小郡市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 "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 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 福岡県筑紫野市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 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 福岡県春日市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 福岡県大野城市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

3 object 要素内には、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 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 福岡県宗像市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 同じ 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 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 福岡県太宰府市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

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

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 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 福岡県古賀市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 1.3.1: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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県福津市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

="ja">) 

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

ク等） 

4 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 福岡県うきは市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 福岡県宮若市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県嘉麻市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kama.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 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 福岡県朝倉市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

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 福岡県みやま市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

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

5 "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 福岡県糸島市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

5 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 福岡県那珂川町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.3.1: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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県宇美町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

="ja">) 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 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 福岡県篠栗町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 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 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 福岡県志免町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

="ja">) 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県須恵町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.sue.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

3 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 福岡県新宮町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.shingu.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

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

けません 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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 福岡県久山町 開始 10/10/2017 終了 10/10/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hisayama.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

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 福岡県粕屋町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 福岡県芦屋町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

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

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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

5 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県水巻町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト https://www.town.mizumaki.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

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

5 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 福岡県岡垣町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 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 福岡県遠賀町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.onga.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

="ja">) 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

5 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 福岡県小竹町 開始 10/11/2017 終了 10/11/2017 

対象ウェブサイト http://town.kotake.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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 福岡県鞍手町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kurate.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 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県桂川町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.keisen.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 "本文へ移動"などのスキップリンク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 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 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 福岡県筑前町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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 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 福岡県東峰村 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://vill.toho-info.com/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

4 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 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 福岡県大刀洗町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/opening/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県大木町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ooki.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 3.3.2: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 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 "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 福岡県広川町 開始 10/6/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 accesskey 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 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 福岡県香春町 開始 10/6/2017 終了 10/6/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kawara.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 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 "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 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 福岡県添田町 開始 10/6/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト https://www.town.soeda.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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 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 福岡県糸田町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

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 文書内で主に利用されている言語を※※※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 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 福岡県川崎町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト https://www.town-kawasaki.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 2.4.1: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 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

="ja">) 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 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 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 福岡県大任町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.oto.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.2.2:一時停止，停止及び非表示の達成基準 

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 "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 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 marquee を用いて文章をスクロールさせることは避けてください 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県赤村 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト http://www.akamura.net/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

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

挿入位置を見直してください) 

3 フォ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 福岡県福智町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

ク等） 

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

="ja">) 

4 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 福岡県苅田町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

5 2.2.2:一時停止，停止及び非表示の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 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 福岡県みやこ町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※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 福岡県吉富町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

="ja">) 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 福岡県上毛町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 "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 "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 福岡県築上町 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.chikujo.fukuoka.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 object 要素内には、代替テキストを提供してください 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 佐賀県佐賀市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

対象ウェブサイト https://www.city.saga.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

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

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

けません 

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

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

4 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 佐賀県唐津市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

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

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 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 佐賀県鳥栖市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 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 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 佐賀県多久市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 2.4.1: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 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 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 佐賀県伊万里市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 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 佐賀県武雄市 開始 10/7/2017 終了 10/7/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 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 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 佐賀県鹿島市 開始 10/7/2017 終了 10/10/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.saga-kashima.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 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 佐賀県小城市 開始 10/18/2017 終了 10/19/2017 

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

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 佐賀県嬉野市 開始 10/10/2017 終了 10/10/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 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 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 "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 佐賀県神埼市 開始 10/10/2017 終了 10/10/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 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 佐賀県吉野ヶ里町 開始 10/10/2017 終了 10/10/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yoshinogari.saga.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

ク等） 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 佐賀県基山町 開始 10/10/2017 終了 10/10/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

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

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 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 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 この HTML 文書に空でない title 要素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 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 佐賀県上峰町 開始 10/10/2017 終了 10/10/2017 

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

3 object 要素内には、代替テキストを提供してください 

4 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 佐賀県みやき町 開始 10/10/2017 終了 10/10/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 "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 佐賀県玄海町 開始 10/23/2017 終了 10/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.genkai.saga.jp/home.html 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

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

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

5 applet要素にalt属性を提供してください (もし読み上げる必要がないアプレットの場合は 

alt="" と設定してください) 
「※※※」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 佐賀県有田町 開始 10/10/2017 終了 10/11/2017 

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

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

4 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※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 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 佐賀県大町町 開始 10/11/2017 終了 10/11/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.omachi.saga.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 佐賀県江北町 開始 10/11/2017 終了 10/11/2017 

対象ウェブサイト http://town.kouhoku.saga.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 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 佐賀県白石町 開始 10/11/2017 終了 10/11/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 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 佐賀県太良町 開始 10/11/2017 終了 10/11/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.tara.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

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 長崎県長崎市 開始 10/11/2017 終了 10/11/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nagasaki.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 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 accesskey 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 長崎県佐世保市 開始 10/11/2017 終了 10/11/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

5 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 長崎県島原市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.shimabara.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 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 1.1.1: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 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

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

ク等） 

5 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 長崎県諫早市 開始 10/19/2017 終了 10/19/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 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 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 画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 長崎県大村市 開始 10/15/2017 終了 10/15/2017 

対象ウェブサイト https://www.city.omura.nagasaki.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 長崎県平戸市 開始 10/15/2017 終了 10/15/2017 

対象ウェブサイト https://www.city.hirado.nagasaki.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 accesskey 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 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 長崎県松浦市 開始 10/15/2017 終了 10/15/2017 

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

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 長崎県対馬市 開始 10/15/2017 終了 10/15/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

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

4 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 長崎県壱岐市 開始 10/15/2017 終了 10/15/2017 

対象ウェブサイト https://www.city.iki.nagasaki.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 長崎県五島市 開始 10/15/2017 終了 10/15/2017 

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

 

 調査結果詳細 

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

="ja">) 

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

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

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 長崎県西海市 開始 10/15/2017 終了 10/15/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 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 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 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 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 長崎県雲仙市 開始 10/15/2017 終了 10/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

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 長崎県南島原市 開始 10/19/2017 終了 10/19/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 長崎県長与町 開始 10/16/2017 終了 10/16/2017 

対象ウェブサイト http://webtown.nagayo.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 "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 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 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 長崎県時津町 開始 10/16/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.togitsu.nagasaki.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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 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 長崎県東彼杵町 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.sonogi.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 長崎県川棚町 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.kawatana.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 長崎県波佐見町 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

ク等） 

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

="ja">) 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 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 長崎県小値賀町 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://ojika.net/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 長崎県佐々町 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.sazacho-nagasaki.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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

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

3 同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 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 長崎県新上五島町 開始 10/13/2017 終了 10/13/2017 

対象ウェブサイト http://official.shinkamigoto.net/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 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 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 熊本県熊本市 開始 9/3/2017 終了 9/6/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 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 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 文書内で主に利用されている言語を※※※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 熊本県八代市 開始 10/13/2017 終了 10/14/2017 

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

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

4 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

5 このページには body 要素が無いか，誤った位置に配置されているようです．HTML を修

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 熊本県人吉市 開始 10/13/2017 終了 10/13/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

2 文書内で主に利用されている言語を※※※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 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 熊本県荒尾市 開始 10/13/2017 終了 10/13/2017 

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

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 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 熊本県水俣市 開始 10/13/2017 終了 10/13/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 熊本県玉名市 開始 10/13/2017 終了 10/14/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 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 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

="ja">) 

5 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 熊本県山鹿市 開始 10/13/2017 終了 10/13/2017 

対象ウェブ

サイト 

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

="ja">) 

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

ク等） 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

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

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 熊本県菊池市 開始 10/13/2017 終了 10/14/2017 

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

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 "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 熊本県宇土市 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

3 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 熊本県上天草市 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

3 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 熊本県宇城市 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 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 熊本県阿蘇市 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

="ja">) 

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

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

5 "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 熊本県天草市 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※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 熊本県合志市 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 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 文書内で主に利用されている言語を※※※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 熊本県美里町 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

4 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 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 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 熊本県玉東町 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.gyokuto.kumamoto.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

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

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

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

ク等） 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 熊本県南関町 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nankan.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 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 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 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 熊本県長洲町 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.nagasu.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 4.1.2: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 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 熊本県和水町 開始 10/14/2017 終了 10/15/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

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

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

4 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 熊本県大津町 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.ozu.kumamoto.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

2 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 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 熊本県菊陽町 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

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

3 文書内で主に利用されている言語を※※※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 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 熊本県南小国町 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.minamioguni.kumamoto.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 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 熊本県小国町 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kumamoto-oguni.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  

4  

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2  

3  

4  

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 熊本県産山村 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.ubuyama-v.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 熊本県高森町 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.takamori.kumamoto.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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 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 文書内で主に利用されている言語を※※※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 熊本県西原村 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.nishihara.kumamoto.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 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 "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 熊本県南阿蘇村 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.minamiaso.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 4.1.2: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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 熊本県御船町 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.mifune.kumamoto.jp/default.aspx 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

="ja">) 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

4 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 熊本県嘉島町 開始 10/14/2017 終了 10/14/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kashima.kumamoto.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 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 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 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 熊本県益城町 開始 10/14/2017 終了 10/15/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

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

5 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 熊本県甲佐町 開始 10/14/2017 終了 10/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kosa.kumamoto.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

3 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 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 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 

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

ク等） 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 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 熊本県山都町 開始 10/15/2017 終了 10/15/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

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

4 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 熊本県氷川町 開始 10/15/2017 終了 10/15/2017 

対象ウェブサイト http://www.hikawacyou.hinokuni-net.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 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 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 "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 熊本県芦北町 開始 10/16/2017 終了 10/16/2017 

対象ウェブ

サイト 

http://www.ashikita-t.kumamoto-sgn.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 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

4 この 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 熊本県津奈木町 開始 10/23/2017 終了 10/23/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

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

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※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 熊本県錦町 開始 10/16/2017 終了 10/16/2017 

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

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

4 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 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 "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 熊本県多良木町 開始 10/16/2017 終了 10/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

2 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  

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 熊本県湯前町 開始 10/16/2017 終了 10/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.yunomae.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 2.4.1: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 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

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

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

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

ク等） 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 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 熊本県水上村 開始 10/16/2017 終了 10/16/2017 

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

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 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 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。 

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 熊本県相良村 開始 10/16/2017 終了 10/16/2017 

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

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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 "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 熊本県五木村 開始 10/16/2017 終了 10/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 "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 熊本県山江村 開始 10/16/2017 終了 10/16/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

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

4 "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 熊本県球磨村 開始 10/16/2017 終了 10/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.kumamura.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 1.4.4: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 このスキップリンクはジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 

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

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

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 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 熊本県あさぎり町 開始 10/16/2017 終了 10/16/2017 

対象ウェブサイト http://www.asagiri-town.net/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

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

4 "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 熊本県苓北町 開始 10/16/2017 終了 10/16/2017 

対象ウェブサイト http://reihoku-kumamoto.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 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 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 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 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 大分県大分市 開始 10/16/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.oita.oita.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 1.3.1: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 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 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 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 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 大分県別府市 開始 10/16/2017 終了 10/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.2: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 ページ内リンク "※※※" は、読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスで

きません 

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

="ja">) 

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

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

4 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

5 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 大分県中津市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.city-nakatsu.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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 大分県日田市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 大分県佐伯市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 大分県臼杵市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

3 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への到達に※※※秒もかかります (スキップリンクの

挿入位置を見直してください) 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 大分県津久見市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

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

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 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 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 大分県竹田市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト https://www.city.taketa.oita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.2: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 大分県豊後高田市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 同じ 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 大分県杵築市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kitsuki.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 大分県宇佐市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

2 同じ 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 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 大分県豊後大野市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.bungo-ohno.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 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 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 大分県由布市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

きません 

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

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

3 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 大分県国東市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

5 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 大分県姫島村 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.himeshima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

2 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

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

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

4 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 大分県日出町 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.hiji.oita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

4 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

きません 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

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

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 大分県九重町 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kokonoe.oita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

5 2.4.4: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 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 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

5 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 大分県玖珠町 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kusu.oita.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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

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

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 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 

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 宮崎県宮崎市 開始 10/17/2017 終了 10/18/2017 

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

 

 調査結果詳細 

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

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 宮崎県都城市 開始 10/19/2017 終了 10/19/2017 

対象ウェブサイト http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/government/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 1.4.4: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 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 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 宮崎県延岡市 開始 10/17/2017 終了 10/17/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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 文書内で主に利用されている言語を※※※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 宮崎県日南市 開始 10/23/2017 終了 10/23/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

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 宮崎県小林市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://cms.city.kobayashi.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

4 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

5 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 宮崎県日向市 開始 10/23/2017 終了 10/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.hyugacity.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 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 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 宮崎県串間市 開始 10/23/2017 終了 10/23/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

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

4 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 文書内で主に利用されている言語を※※※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 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 宮崎県西都市 開始 10/23/2017 終了 10/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.saito-city.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※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 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 宮崎県えびの市 開始 10/23/2017 終了 10/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.ebino.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 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 宮崎県三股町 開始 10/23/2017 終了 10/23/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

ク等） 

5 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 宮崎県高原町 開始 10/23/2017 終了 10/24/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

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 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 宮崎県国富町 開始 10/23/2017 終了 10/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.4:リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

きません 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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 宮崎県綾町 開始 10/23/2017 終了 10/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 宮崎県高鍋町 開始 10/23/2017 終了 10/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.takanabe.miyazaki.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 "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 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 宮崎県新富町 開始 10/23/2017 終了 10/24/2017 

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

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 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 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 宮崎県西米良村 開始 10/23/2017 終了 10/23/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.nishimera.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 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 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 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 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 宮崎県木城町 開始 10/23/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kijo.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 "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 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 宮崎県川南町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 1.3.1: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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

3 accesskey 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 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 宮崎県都農町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト https://www.town.tsuno.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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 文書内で主に利用されている言語を※※※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 宮崎県門川町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 3.1.1:ページの言語の達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※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 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 宮崎県諸塚村 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト https://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

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

4 フォーム・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 宮崎県椎葉村 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.shiiba.miyazaki.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 3.1.1:ページの言語の達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

="ja">) 

3 marquee を用いて文章をスクロールさせることは避けてください 

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 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 宮崎県美郷町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

2 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 文書内で主に利用されている言語を※※※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 宮崎県高千穂町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town-takachiho.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 2.2.2:一時停止，停止及び非表示の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

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

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

="ja">) 

3 marquee を用いて文章をスクロールさせることは避けてください 

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 宮崎県日之影町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 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 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 フォ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 宮崎県五ヶ瀬町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.gokase.miyazaki.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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  

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

="ja">) 

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

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

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 鹿児島県鹿児島市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

2 同じ 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 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 鹿児島県鹿屋市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.e-kanoya.net/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

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

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

ク等） 

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

5 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 鹿児島県枕崎市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

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

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

5 1.3.1: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 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 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 鹿児島県阿久根市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.1.1: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 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

="ja">) 

5 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 鹿児島県出水市 開始 10/24/2017 終了 10/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

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

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

2 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 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 鹿児島県指宿市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

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

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

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

="ja">) 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 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 鹿児島県西之表市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.nishinoomote.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 3.3.2: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 accesskey 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

4 同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 鹿児島県垂水市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 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 画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

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

 



 
 

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

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

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

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

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

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

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 鹿児島県薩摩川内市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

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

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

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

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 鹿児島県日置市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

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

5 4.1.1:構文解析の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

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

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

4 "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 鹿児島県曽於市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト https://www.city.soo.kagoshima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※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 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 鹿児島県霧島市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜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 "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 鹿児島県いちき串木野市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

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

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 4.1.1:構文解析の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

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

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

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

ク等） 

3 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

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

="ja">) 

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

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

 



 
 

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

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

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

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 鹿児島県南さつま市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

5 "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 鹿児島県志布志市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.shibushi.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 4.1.1:構文解析の達成基準 

4 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

5 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 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 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 鹿児島県奄美市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.amami.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 object 要素内には、代替テキスト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 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

5 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 鹿児島県南九州市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.minamikyushu.lg.jp/cgi-bin/index.cgi 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 鹿児島県伊佐市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.isa.kagoshima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 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 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 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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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 鹿児島県姶良市 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.city.aira.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

4 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 鹿児島県三島村 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://mishimamura.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 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 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 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 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 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 鹿児島県十島村 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.tokara.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

3 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

4 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

5 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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 鹿児島県さつま町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.satsuma-net.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 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 鹿児島県長島町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト https://www.town.nagashima.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4  

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4  

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 鹿児島県湧水町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yusui.kagoshima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

5 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

5 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 鹿児島県大崎町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kagoshima-osaki.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 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

4 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

5 フォーム・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 鹿児島県東串良町 開始 10/25/2017 終了 10/25/2017 

対象ウェブサイト http://higashikushira.sakura.ne.jp/main/html/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 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 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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 画像ボタンに alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。 

5 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 鹿児島県錦江町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kinko.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 3.1.1:ページの言語の達成基準 

4 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 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

2 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

3 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

4 この HTML 文書に空でない title 要素を提供してください。 

5 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 鹿児島県南大隅町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.minamiosumi.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  

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 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  

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 鹿児島県肝付町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://kimotsuki-town.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.4.4: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 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 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 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 鹿児島県中種子町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://town.nakatane.kagoshima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 4.1.1:構文解析の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

4 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 id 属性の値に重複があります。(※※※) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 "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 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 鹿児島県南種子町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 4.1.1:構文解析の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

5 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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 鹿児島県屋久島町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜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 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 

3 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

4 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 鹿児島県大和村 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.vill.yamato.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

5 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

4 同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 鹿児島県宇検村 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.uken.net/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクを提供してください （本文へジャンプ、本文へのリン

ク等） 

4 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

5 フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 鹿児島県瀬戸内町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.setouchi.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5  

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 "本文へ移動"などのスキップリンクへの到達に※※※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 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

5 このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"※※※"が存在しないため利用できません 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 鹿児島県龍郷町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.tatsugo.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.4.4:テキストのサイズ変更の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 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 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 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 鹿児島県喜界町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.kikai.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 2.4.2:ページタイトルの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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 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 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 鹿児島県徳之島町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.tokunoshima-town.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 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

2 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

3 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

4 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 同じ name 属性値を持つ type="radio"または type="checkbox"の input 要素のグループが

同一の fieldset 要素に含まれることを確認して下さい 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 th 要素に scope 属性がありません。scope 属性を適切に用いて、データテーブルの見出し

セルとデータセルを関連付けて下さい。 

4 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 鹿児島県天城町 開始 10/24/2017 終了 10/25/2017 

対象ウェブサイト https://www.yui-amagi.com/modules/pico/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 2.4.1:ブロックスキップの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

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 accesskey 属性の値に重複があります。(※※※) 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 鹿児島県伊仙町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.isen.kagoshima.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 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 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

5 iframe 要素に title 属性がありません。iframe 要素には、フレームの内容を説明するため

の空でない title 属性を提供してください。※※※ 
「※※※」と記載がある箇所は、miChecker で個々のページを検証した際に、問題のあるページ名やページ内の該当する用語等が具体的に記載される箇

所です。本調査は、全ページを対象にした検証結果であるため、この箇所について統一的に「※※※」と記載しています。 

 



 
 

総務省「国及び地⽅公共団体公式ホームページの JIS 規格対応状況調査」 各団体別調査結果 

【調査結果を活用するに当たっての留意事項】 人による詳細な確認の実施を検討してください 

本調査は、ガイドラインに示されたウェブアクセシビリティの確認方法の一つである「チェックツールに

よる確認」を、公式ホームページの全ページに対して実施したものです。チェックツールにより機械的に確

認できることには限りがあります。本調査結果を参考にして、個々のページが JIS X 8341-3:2016 の達成基

準を満たすかどうかを精緻に確認するために、人による詳細な確認の実施を検討してください。（ガイドライン

50～52、128～129 ページ参照） 

 調査結果概要 

団体名 鹿児島県和泊町 開始 10/24/2017 終了 10/24/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.wadomari.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 3.1.1:ページの言語の達成基準 

2 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

3 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

4 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 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 鹿児島県知名町 開始 10/24/2017 終了 10/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.town.china.lg.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（上位５件）＞ 

1 1.1.1:非テキストコンテンツの達成基準 

2 1.3.1:情報及び関係性の達成基準 

3 4.1.2:名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 

4 3.3.2:ラベル又は説明の達成基準 

5 3.1.1:ページの言語の達成基準 

＜検出されたページの多い指摘事項（上位５件）＞ 

1 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

2 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

3 文書内で主に利用されている言語を※※※属性を用いて明示してください (例： < ※※※

="ja">) 

4 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 鹿児島県与論町 開始 10/24/2017 終了 10/25/2017 

対象ウェブサイト http://www.yoron.jp/ 

 

 調査結果詳細 

＜検出されたページの多い達成基準（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 画像に alt 属性がありません。代替テキストを提供してください。(もし支援技術がこの画

像を無視するべき場合は、 alt="" と設定してください)： src="※※※" 

2 同一テキストの繰り返しがあります： ※※※ 

3 フォーム・コントロールに label 要素および title 属性が関連付けられていません。 

4 "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。 

 




