
ツールによる試験結果詳細項目 使用ツール: miChecker 別紙3

種別 JIS 行番号/該当箇所 内容 確認内容/問題の有無の判断理由

問題の可能性大 A: 1.3.1
/css/shimin/common.cs
s

:before擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装
飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

各記事問い合わせ箇所前に「この情報に関する」を追加。装
飾目的ではないと判断。

問題の可能性大 A: 1.3.1
/css/shimin/common.cs
s

:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装
飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

clearfix要素（回り込み解除）にて使用。装飾目的ではないと判
断。

問題の可能性大 A: 1.3.1 /assets/cms/public.css
:after擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装
飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

CMS内の編集画面に使われている個所。装飾目的ではない
と判断。

問題の可能性大 A: 1.3.1 /css/shimin/layout.css
:before擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装
飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

スマートフォン用メニューのアコーディオン効果に使用。装飾
目的ではないと判断。

問題の可能性大 A: 1.3.1 /css/icon.css
:before擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装
飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

アイコンフォントにて使用。装飾目的ではないと判断。

問題の可能性大 A: 1.3.1 /css/slider-pro.css
:before擬似要素を用いてコンテンツ（テキスト）が挿入されています。装
飾目的でないコンテンツが挿入されていないか確認してください。

市民の方向けスライダーにて使用。装飾目的ではないと判
断。

問題の可能性大 A: 3.3.2 各記事の簡易アンケート

フォーム・コントロールに対するlabel要素が正しく配置されているか確
認してください。ラジオボタンおよびチェックボックスではその後、それ
以外のコントロールではそれらの前に置く必要があります。 (input
type: select)

label要素が正しく配置されていることを確認

問題の可能性大 AA: 1.4.4 /css/shimin/layout.css フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。
ナビゲーションのアイコンフォントサイズの指定箇所の為、問
題なしと判断

問題の可能性大 AA: 1.4.4 /css/shimin/media.css フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。
ページ先頭へ戻るボタンの部分（▲）サイズの指定箇所の為、
問題なしと判断

問題の可能性大 AA: 1.4.4 /css/slider-pro.css フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。 スライダーナビゲーション部分の為、問題なしと判断

問題の可能性大 AA: 1.4.4 /assets/cms/public.css フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。 CMS編集画面の為のCSSの為、問題ないと判断

問題の可能性大 AA: 1.4.4 /css/shimin/slicknav.css フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。 スライダーナビゲーション部分の為、問題なしと判断

問題の可能性大 A: 1.3.1 /docs/1545.html
もしこのテーブルがレイアウトテーブルである場合には、th要素、
caption要素およびsummary属性は使用しないで下さい

レイアウトテーブルではないことを確認

問題の可能性大 A: 2.4.1
/konkatsu/info/16986.ht
ml

このページ内リンクはジャンプ先のアンカー"page"が存在しません．
ジャンプ先のアンカーを挿入してください (ページの先頭へのページ内
リンクとして動作する場合もあります)

ページの先頭へのページ内リンクとして動作することを確認

問題の可能性大 A: 2.4.1 /docs/1909.html
このページ内リンクはジャンプ先のアンカー"page"が存在しません．
ジャンプ先のアンカーを挿入してください (ページの先頭へのページ内
リンクとして動作する場合もあります)

ページの先頭へのページ内リンクとして動作することを確認

問題の可能性大 A: 2.4.1 /docs/14559.html
このページ内リンクはジャンプ先のアンカー"page"が存在しません．
ジャンプ先のアンカーを挿入してください (ページの先頭へのページ内
リンクとして動作する場合もあります)

ページの先頭へのページ内リンクとして動作することを確認

問題の可能性大 AA: 1.4.4
/css/ijyuteijyu/media.cs
s

フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。
移住定住サイトスマートフォンメニューアイコンサイズの指定
箇所の為、問題なしと判断

問題の可能性大 AA: 1.4.4
/css/ijyuteijyu/slicknav.
css

フォントサイズは相対的な大きさで指定してください。
移住定住サイトスマートフォンメニューアイコンサイズの指定
箇所の為、問題なしと判断

要判断箇所 A: 1.1.1

市民の方トップ
634, 819, 824, 829, 834,
844, 849, 854, 864, 874,
879, 884, 889, 894

画像の機能や情報がalt属性で十分に伝達できない場合、longdesc属
性を用いて詳細な情報を提供してください

適切なalt属性であることを確認



要判断箇所 A: 1.3.1, AA: 2.4.6
市民の方トップ
183

各見出し(h1,h2…)はページ中の対応するセクションを表す内容になっ
ており、テキストを太字にするためだけの目的に利用されていないこと
を確認してください。

携帯サイト用タイトルであることを確認

要判断箇所 A: 2.2.2 各画像img（GIF）
もしこのGIF画像がアニメーションGIFであるなら、高速な動きや明滅を
含まないことを確認してください。

アニメーションGIFでないことを確認

手動確認
A: 1.3.2, A: 1.3.1, AA:
1.4.5

共通ソース
7

HTML文書は、スタイルシートを無効にしても読んだり利用したり出来る
ようにデザインしてください

CSS無効でも判別できることを確認

手動確認
A: 2.4.1, A: 1.3.1, AA:
1.4.5

市民の方トップ
326, 551, 559, 561, 709,
905, 907

HTML文書は、スタイルシートを無効にしても読んだり利用したり出来る
ようにデザインしてください (style属性を持つ要素が存在しています)

style属性を無効にしても判別できることを確認

手動確認 A: 2.4.4 SNSボタン
リンクテキストとtitle属性の値 ("このエントリーをはてなブックマークに
追加") を合わせて、リンクの目的を適切に示していることを確認して下
さい

リンクの目的を適切に示していることを確認

手動確認 A: 3.1.1
共通ソース
2

 (lang=ja)がそのウェブページで主に使われている言語を反映している
ことを確認して下さい

日本語サイトであることを確認

要判断箇所 A: 1.1.1, AA: 1.4.3  ヘッダー部分
スタイルシートで背景画像が指定されています。文字色と背景色の間
のコントラスト比が十分か、背景画像のみによって重要な情報を伝えて
いないか確認してください。(対象文字列 = 北杜市)  （ヘッダー部分）

画像文字列のコントラスト比確認。
読み上げ用テキストの記載を確認。

要判断箇所 A: 1.1.1, AA: 1.4.3  フッター部分
スタイルシートで背景画像が指定されています。文字色と背景色の間
のコントラスト比が十分か、背景画像のみによって重要な情報を伝えて
いないか確認してください。(対象文字列 = 北杜市)   （フッター部分）

画像文字列のコントラスト比確認。
読み上げ用テキストの記載を確認。

要判断箇所 A: 1.1.1, AA: 1.4.3  フッター部分

スタイルシートで背景画像が指定されています。文字色と背景色の間
のコントラスト比が十分か、背景画像のみによって重要な情報を伝えて
いないか確認してください。(〒408-0188　山梨県北杜市須玉町大豆生
田961-1)   （フッター部分）

背景コントラスト変更で対応可能
また、背景画像外にテキストが有るため文字の判読可能と判
断。

要判断箇所 A: 1.1.1, AA: 1.4.3  フッター部分

スタイルシートで背景画像が指定されています。文字色と背景色の間
のコントラスト比が十分か、背景画像のみによって重要な情報を伝えて
いないか確認してください。(対象文字列 = Copyright(C) Hokuto City
All Rights Reserved. )  

背景コントラスト変更で対応可能

要判断箇所 A: 1.1.1, AA: 1.4.3  google翻訳ツール
スタイルシートで背景画像が指定されています。文字色と背景色の間
のコントラスト比が十分か、背景画像のみによって重要な情報を伝えて
いないか確認してください。(対象文字列 = )  

X座標0、Y座標0、面積0部分が該当
google翻訳ツールで使われている箇所のため、今回試験の対
象外

要判断箇所 A: 1.1.1, AA: 1.4.3 
SHIRASAGI読み上げ
ツール

スタイルシートで背景画像が指定されています。文字色と背景色の間
のコントラスト比が十分か、背景画像のみによって重要な情報を伝えて
いないか確認してください。(対象文字列 = stop)  

X座標0、Y座標0、面積0部分が該当。
SHIRASAGI音声読み上げ機能の音声再生ツール部分の為、
問題なしと判断。

要判断箇所 A: 1.1.1, AA: 1.4.3 
SHIRASAGI読み上げ
ツール

スタイルシートで背景画像が指定されています。文字色と背景色の間
のコントラスト比が十分か、背景画像のみによって重要な情報を伝えて
いないか確認してください。(対象文字列 = repeat)  

X座標0、Y座標0、面積0部分が該当。
SHIRASAGI音声読み上げ機能の音声再生ツール部分の為、
問題なしと判断。

要判断箇所 A: 1.1.1, AA: 1.4.3 
SHIRASAGI読み上げ
ツール

スタイルシートで背景画像が指定されています。文字色と背景色の間
のコントラスト比が十分か、背景画像のみによって重要な情報を伝えて
いないか確認してください。(対象文字列 = play)  

X座標0、Y座標0、面積0部分が該当。
SHIRASAGI音声読み上げ機能の音声再生ツール部分の為、
問題なしと判断。

要判断箇所 A: 1.1.1, AA: 1.4.3 
SHIRASAGI読み上げ
ツール

スタイルシートで背景画像が指定されています。文字色と背景色の間
のコントラスト比が十分か、背景画像のみによって重要な情報を伝えて
いないか確認してください。(対象文字列 = muto)  

X座標0、Y座標0、面積0部分が該当。
SHIRASAGI音声読み上げ機能の音声再生ツール部分の為、
問題なしと判断。

要判断箇所 A: 1.1.1, AA: 1.4.3 
SHIRASAGI読み上げ
ツール

スタイルシートで背景画像が指定されています。文字色と背景色の間
のコントラスト比が十分か、背景画像のみによって重要な情報を伝えて
いないか確認してください。(対象文字列 = max volime)  

X座標0、Y座標0、面積0部分が該当。
SHIRASAGI音声読み上げ機能の音声再生ツール部分の為、
問題なしと判断。

要判断箇所 A: 1.1.1, AA: 1.4.3  本文見出し3

スタイルシートで背景画像が指定されています。文字色と背景色の間
のコントラスト比が十分か、背景画像のみによって重要な情報を伝えて
いないか確認してください。(対象文字列 = 上下水道お客様センターの
概要)  

背景コントラスト変更で対応可能。
また、計測値【明度差の値：191】【色差の値：573】にて十分な
コントラスト比を確認。
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