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JIS項目チェック 対象ページ

対象サイト http://www.city.tagajo.miyagi.jp/
試験基準 JIS X8341-3:2010　達成基準 AA を基準とする試験

試験結果

実施日

NO 試験を行ったページ URL 試験結果 診断結果

●ウェブページ一式の入り口となるウェブページ

1 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/index.html
●ウェブページ一式のマップを提供するウェブページ

2 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/sitemap.html

●アクセシビリティに関する方針、解説のあるウェブページ

3 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/koho/accessibility/index.html

●利用者からの問合せを受け付けるウェブページ

4 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/otoiawase/index.html

5 https://www.city.tagajo.miyagi.jp/cgi-bin/faq/form.cgi

6 https://www.city.tagajo.miyagi.jp/otoiawase/form/toiawaseform.html

7 https://www.city.tagajo.miyagi.jp/otoiawase/form/toiawaseform2.html

●ウェブページ一式のヘルプ機能を提供するウェブページ

8 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/koho/site/index.html

9 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/koho/ketai.html

〇利用者にとって、そのウェブページ一式を利用するのに不可欠なウェブページ

10 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/koho/shise/link/index.html

〇ウェブページ一式がカテゴリ分けされている場合、それぞれのカテゴリの入り口となるウェブページ

11 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/kurashi/index.html

12 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/kosodate/index.html

13 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/kenko/index.html

14 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/shiseki/index.html

15 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/bunka/index.html

16 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/chiiki/index.html

17 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/shise/index.html

18 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/guide/shussan/index.html

19 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/guide/nyugaku/index.html

20 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/guide/shushoku/index.html

21 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/guide/hikkoshi/index.html

22 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/guide/kekkon/index.html

23 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/guide/kore/index.html

24 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/guide/gomi/index.html

25 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/guide/bus/index.html

26 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/sukuppy/
27 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/faq/index.html
28 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/shise/shigikai/index.html

〇ある決められたページ構造又はスタイルシートに基づいて複数のウェブページが作成されている場合、その代表となるウェブページ

29 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/shise/koho/photo/kokurenshonin.html

30 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/koho/shinsesho/index.html

31 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/shiseki/bunkazai/index.html

32 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/bunkazai/shiseki/bunkazai/shitebunkazai/kenshite/jutaku.html

33 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/hisho/shise/gaiyo/yokoso/index.html

34 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/kurashi/shisetsu/index.html

35 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/kore/kurashi/shisetsu/shisetsu/koresha/003.html

〇フォーム，フレーム，データテーブル及びスクリプトが使われているウェブページ

36 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/cgi-bin/event_cal/calendar.cgi

37 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/cgi-bin/event_cal/calendar.cgi?type=2

38 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/kezai/kurashi/sodan/gyose.html

39 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/shogai/kenko/shogaisha/shienshisetsu/shogai.html

40 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/fukushi/chiiki/gakko/koresha.html

適合

申請書ダウンロードセンター 適合

適合

高齢者見守りへの取組みに関する協力協定 適合

今野家住宅

行政・税務・人権に関する相談 適合
【その他】
・表題のないデータテーブルがありますが、直上に見出しとして表題があるので適合としま
す。

イベントカレンダー

【その他】
・画像の代替情報が「みやぎ生活共同組合との協定締結式の様子」、「河北新報取扱
店との協定締結式の様子」になっていますが、画像の周囲に同様のテキストが提供されて
いますので、読み上げに配慮して、画像の代替情報を検討してください、

多賀城市公式ホームページ 適合

サイトマップ 適合

お問い合わせフォーム 適合

ウェブアクセシビリティ方針 適合

【その他】
文字が変換されています。
「追加する達成基準」の「7.2.3.2時03分回のせん（閃）光に関する達成基準」という表記に
ついて、アクセシビリティ変換機能により文字が変わっています。「7.2.3.2：3回のせん（閃）
光」と表記されるよう変換時のチェックをはずしてください（機械的なチェックにひっかからない
ようにするために、例えば「7.2.3.2： 3回の～」のように：（コロン）の後に半角スペースを入れる
という方法もあります）。

リンク集 適合

【その他】

史跡・観光 適合
文化・スポーツ 適合

携帯サイト 適合

多賀城市の文化財／ホーム 適合

障害福祉団体 適合
【その他】
・表題のないデータテーブルがありますが、直上に見出しとして表題があるので適合としま
す。

イベントカレンダー　（一覧） 適合
【その他】
・フォーム・コントロールをlabel要素で囲むことによりラベル付けする方法は、HTML4.01では
適切な設定仕様となるため、適合とします。

施設案内・施設予約 適合

央地域包括支援センター 適合
【その他】
・表題のないデータテーブルがありますが、直上に見出しとして表題があるので適合としま
す。

市長室へようこそ！ 適合

地域づくり・市民活動 適合
適合

達成基準 AA に準拠

3月18日～20日

くらし・手続き 適合
子育て・教育 適合
健康・福祉 適合

試験対象ページは、JIS X 8341-3:2010 「8 試験方法」の「8.1.2 ウェブページ一式単位」の「c)
ランダムではない方法で選択する場合」におけるウェブページ一式の中から選択しなければならな
いページを対象に選定しています。
なお、ウェブアクセシビリティの方針における対象外のコンテンツなどについては、診断の対象外とし
ます。

各種手続き・制度についてのお問い合わせ、当サイトへのご意見など 適合
市政についての提言・アイデア、広報誌へのご意見・ご感想 適合

お問い合わせ 適合

このサイトについて 適合

出産・保育 適合
入園・入学 適合
就職・退職 適合

市政情報

引越・住まい 適合
結婚・離婚 適合
高齢・介護 適合
ごみ・リサイクル 適合
バス・電車 適合
多賀城子育てサポートＷＥＢ　すくっぴーねっと　トップページ 適合
よくある質問 適合
多賀城市議会／ホーム 適合

国連防災キャンペーンの参加都市として承認されました 適合

【その他】
・画像の代替情報が「写真：多賀城市の状況を報告する菊地市長」、「画像：参加承認
書」になっていますが、画像の周囲に同様のテキストが提供されていますので、読み上げに
配慮して、画像の代替情報を検討してください。



達成基準チェックリスト

細分箇条 達成基準 等級 適用 適合

7.1.1.1 非テキストコンテンツに関する達成基準 A 適用 適合

7.1.2.1
収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに
関する達成基準

A 対象外 対象外

7.1.2.2 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 A 対象外 対象外

7.1.2.3 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 A 対象外 対象外

7.1.2.4 ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 AA 対象外 対象外

7.1.2.5 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 AA 対象外 対象外

7.1.3.1 情報及び関係性に関する達成基準 A 適用 適合

7.1.3.2 意味のある順序に関する達成基準 A 適用 適合

7.1.3.3 感覚的な特徴に関する達成基準 A 適用 適合

7.1.4.1 色の使用に関する達成基準 A 適用 適合

7.1.4.2 音声制御に関する達成基準 A 対象外 対象外

7.1.4.3 最低限のコントラストに関する達成基準 AA 適用 適合

7.1.4.4 テキストのサイズ変更に関する達成基準 AA 適用 適合

7.1.4.5 画像化された文字に関する達成基準 AA 適用 適合

7.2.1.1 キーボード操作に関する達成基準 A 適用 適合

7.2.1.2 フォーカス移動に関する達成基準 A 適用 適合

7.2.2.1 調整可能な制限時間に関する達成基準 A 対象外 対象外

7.2.2.2 一時停止，停止及び非表示に関する達成基準 A 適用 適合

7.2.3.1 3回のせん（閃）光又はいき（閾）値以下に関する達成基準 A 対象外 対象外

7.2.4.1 ブロックスキップに関する達成基準 A 適用 適合

7.2.4.2 ページタイトルに関する達成基準 A 適用 適合

7.2.4.3 フォーカス順序に関する達成基準 A 適用 適合

7.2.4.4 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 A 適用 適合

7.2.4.5 複数の到達手段に関する達成基準 AA 適用 適合

7.2.4.6 見出し及びラベルに関する達成基準 AA 適用 適合

7.2.4.7 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 AA 適用 適合

7.3.1.1 ページの言語に関する達成基準 A 適用 適合

7.3.1.2 部分的に用いられている言語に関する達成基準 AA 対象外 対象外

7.3.2.1 オンフォーカスに関する達成基準 A 適用 適合

7.3.2.2 ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 A 適用 適合

7.3.2.3 一貫したナビゲーションに関する達成基準 AA 適用 適合

7.3.2.4 一貫した識別性に関する達成基準 AA 適用 適合

7.3.3.1 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 A 対象外 対象外

7.3.3.2 ラベル又は説明文に関する達成基準 A 適用 適合

7.3.3.3 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 AA 対象外 対象外

7.3.3.4 法的義務，金銭的取引，データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 AA 対象外 対象外

7.4.1.1 構文解析に関する達成基準 A 適用 適合

7.4.1.2 プログラムが解釈可能な識別名，役割及び設定可能な値に関する達成基準 A 適用 適合


