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00-1. 【要確認】文字画像 
 

   

要確認事項 
文字を画像にしているが、テキストでは意図した視覚的な表現ができないか？  

 例えば、使用している書体がテキストでは表示できないなどの理由があるか？ 

修正方法 
テキストでも意図した表現が可能な場合は、画像ではなく、テキストにする。 

関連する達成基準 
1.4.5 文字画像［レベル AA］ 

参考 
 C22: テキストの視覚的提示を制御するために、CSS を使用する｜WCAG 2.0 達成方法集 

 

  

https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/C22


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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ページごとの問題点 
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01. 南知多町 公式ウェブサイト トップページ 

https://www.town.minamichita.lg.jp/  

［レベル A 一部準拠］ 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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01-1. 見出しのマークアップ 
 

  

コード例 
 
<h2><img src="./_template_/_site_/_default_/_res/design/images/top/town.png" 

alt="南知多町は、愛知県の知多半島南部に位置し半島の先端と沖合いに浮かぶ篠島・日間賀島などの

島々からなっています。北部は美浜町に接し、三方が海で東に三河湾、南西は伊勢湾に面しています。" 
width="225" height="223"></h2> 
 

 

問題点 
h2 要素を用いて見出しとしてマークアップしているが、見た目にも代替テキストの内容的にも、見出しの役

割を果たしているとは言い難い。 

修正方法 
h2 要素を削除する。 

関連する達成基準 
1.3.1 情報及び関係性［レベル A］ 

参考 
 H42: 見出しを特定するために、h1 要素～ h6 要素を使用する｜WCAG 2.0 達成方法集 

 

  

https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/H42
https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/H42


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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01-2. リンク画像の代替テキスト 
 

 

コード例 
 
<img src="./_res/projects/default_project/_page_/001/000/001/main/senkyo.jpg" 

alt="写真：参議院議員通常選挙 伝えようあなたの意志を投票で 7 月 21 日 投票日 7 月 21 日（日

曜日） 投票時間午前 7 時から午後 8 時" tabindex="-1" width="230" height="122"> 
 

 

問題点 
リンク画像の代替テキストが写真の説明になっている。また、画像にある文言の一部が省略されている。 

 例えば、スクリーンリーダーの読み上げでは、リンク先が写真であるかのように聞こえてしまう。 

修正方法 
「写真：」を削除して、画像にある文言を省略することなく、代替テキストを提供する。 

関連する達成基準 
1.1.1 非テキストコンテンツ［レベル A］ 

参考 
 G94: 非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキ

ストによる代替を提供する｜WCAG 2.0 達成方法集 

 

  

https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G94
https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G94


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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01-3. リンク画像の代替テキスト 
 

 

コード例 
 
<img src="./_res/projects/default_project/_page_/001/000/001/main/main01.jpg" 

alt="写真：「羽豆岬」の歌碑前で記念撮影" tabindex="-1" width="230" height="125"> 
 

 

問題点 
リンク画像の代替テキストが写真の説明になっている。 

 例えば、スクリーンリーダーの読み上げでは、リンク先が写真であるかのように聞こえてしまう。 

修正方法 
「写真：」を削除して、リンク先が分かるように代替テキストを記述する。 

関連する達成基準 
1.1.1 非テキストコンテンツ［レベル A］ 

参考 
 G94: 非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキ

ストによる代替を提供する｜WCAG 2.0 達成方法集 

 

  

https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G94
https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G94


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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01-4. リンク画像の代替テキスト 
 

       

コード例 
 
<img src="./_res/projects/default_project/_page_/001/000/001/main/ 

top_miena.jpg" alt="写真：南知多町キャラクターミーナが twitter をはじめました！南知多町公

式 Twitter" tabindex="-1" width="230" height="125"> 
 

 

問題点 
リンク画像の代替テキストが写真の説明になっている。 

 例えば、スクリーンリーダーの読み上げでは、リンク先が写真であるかのように聞こえてしまう。 

修正方法 
「写真：」を削除する。 

関連する達成基準 
1.1.1 非テキストコンテンツ［レベル A］ 

参考 
 G94: 非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキ

ストによる代替を提供する｜WCAG 2.0 達成方法集 

 

  

https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G94
https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G94


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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01-5. リンク画像の代替テキスト 
 

 

コード例 
 
<img src="./_res/projects/default_project/_page_/001/000/001/main/main03.jpg" 

alt="画像：便利な海っ子バスをご利用ください" tabindex="-1" width="229" height="126"> 
 

 

問題点 
リンク画像の代替テキストに「画像：」とある。 

 例えば、スクリーンリーダーの読み上げでは、リンク先が画像であるかのように聞こえてしまう。 

修正方法 
「画像：」を削除する。 

関連する達成基準 
1.1.1 非テキストコンテンツ［レベル A］ 

参考 
 G94: 非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキ

ストによる代替を提供する｜WCAG 2.0 達成方法集 

 

 

  

https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G94
https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G94


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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01-6. リンク画像の代替テキスト 
 

 

コード例 
 
<img src="./_res/projects/default_project/_page_/001/000/001/banner/ 

umihitokokoro.png" alt="交流・移住・定住促進ポータル ウミひとココロ ミチタリタ ミナミ

チタ（外部リンク・新しいウインドウで開きます）" width="150" height="130"> 
 

 

問題点 
リンク画像の代替テキストに、画像にはない文言がある。 

修正方法 
画像にはない文言を削除する。 

関連する達成基準 
1.1.1 非テキストコンテンツ［レベル A］ 

参考 
 G94: 非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキ

ストによる代替を提供する｜WCAG 2.0 達成方法集 

 

  

https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G94
https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G94


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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01-7. 色のコントラスト 
 

 

問題点 
文字色と背景色のコントラスト比が 4.5:1 未満である。 

 マウスオーバーやキーボードフォーカスで色が変化する場合は、変化した後の色もコントラスト比

を 4.5:1 以上にする必要がある。 

修正方法 
文字色と背景色のコントラスト比を 4.5:1 以上にする。 

関連する達成基準 
1.4.3 色のコントラスト［レベル AA］ 

参考 
 G18: テキスト (及び文字画像) とその背景の間に、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比を確保する｜

WCAG 2.0 達成方法集 

 

 

01-8. 【要確認】文字画像 
 

 
当レポート「00-1. 【要確認】文字画像」と同じ。 

 

 

  

https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G18
https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G18


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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02. サイトマップ 

https://www.town.minamichita.lg.jp/sitemap.html  

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/sitemap.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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03. くらし 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/index.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/index.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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04. 観光・産業 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/index.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/index.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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05. 地域包括支援センター(高齢者あんしん相談室) 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kenkofukushi/koureisya/1001204.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kenkofukushi/koureisya/1001204.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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06. 各種届出と証明 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/todokede/index.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

  

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/todokede/index.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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07. 企画課 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/soshiki/1001672/1001676.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/soshiki/1001672/1001676.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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08. イベントカレンダー 

https://www.town.minamichita.lg.jp/cgi-evt/event.cgi    

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/cgi-evt/event.cgi


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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09. イベント一覧 

https://www.town.minamichita.lg.jp/cgi-evt/event.cgi?&prev=2     

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/cgi-evt/event.cgi?&prev=2


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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10. マタニティセミナー 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/boshihoken/1001323.html     

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/boshihoken/1001323.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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11. 一般部門応募作品 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/keikaku/1001758/1001769/1001774.html     

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/keikaku/1001758/1001769/1001774.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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12. 施設案内 小佐公園 

https://www.town.minamichita.lg.jp/shisetsu/kouen/1000930.html     

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/shisetsu/kouen/1000930.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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13. 学校給食 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/kyushoku/index.html     

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

  

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/kyushoku/index.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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14. 小学校・中学校 

https://www.town.minamichita.lg.jp/shisetsu/1001528/index.html     

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

  

https://www.town.minamichita.lg.jp/shisetsu/1001528/index.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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15. 議会傍聴のご案内 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/gikai/1001939.html     

［レベル A 一部準拠］ 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/gikai/1001939.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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15-1. 写真画像の代替テキスト 
 

 

コード例 
 
<img src="../../_res/projects/default_project/_page_/001/001/939/boutyou-

uketuke.jpg" alt="写真：傍聴受付の様子" width="537" height="402"> 
 

 

問題点 
画像の代替テキスト「傍聴受付の様子」が写真の説明になっていない。 

修正方法 
どのような写真なのかが分かるように代替テキストを提供する。 

 例） alt=”写真：テーブルの上に置かれた傍聴の手順説明、傍聴受付票、議会傍聴人受付箱” 

関連する達成基準 
1.1.1 非テキストコンテンツ［レベル A］ 

参考 
 G94: 非テキストコンテンツに対して、それと同じ目的を果たし、かつ同じ情報を示す、簡潔なテキ

ストによる代替を提供する｜WCAG 2.0 達成方法集 

 

  

https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G94
https://waic.jp/docs/WCAG-TECHS/G94


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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16. その他に受けられる給付 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/zeihoken/1000889/1000895.html     

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/zeihoken/1000889/1000895.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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17. 子ども・子育て支援事業計画の策定について 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/shien/1001263.html     

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/shien/1001263.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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18. 町指定文化財 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/gaiyou/1001553/1001556.html     

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/gaiyou/1001553/1001556.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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19. 後期高齢者医療の制度とは 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/zeihoken/1000889/1000890.html     

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/zeihoken/1000889/1000890.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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20. 施設案内 内海中学校 

https://www.town.minamichita.lg.jp/shisetsu/1001528/1001535.html     

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

 

  

https://www.town.minamichita.lg.jp/shisetsu/1001528/1001535.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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21. 支援物資搬送 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kenkofukushi/saigai/1001210/1001228.html     

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kenkofukushi/saigai/1001210/1001228.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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22. 保育所園庭開放 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/hoiku/1001299.html    

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/hoiku/1001299.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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23. 平成 30 年度 学校給食のイベント 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/kyushoku/1001385.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/kyushoku/1001385.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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24. ため池ハザードマップ：大井 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/douro/1000918/1000923.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

 

  

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/douro/1000918/1000923.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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25. 公園 

https://www.town.minamichita.lg.jp/shisetsu/kouen/index.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

 

  

https://www.town.minamichita.lg.jp/shisetsu/kouen/index.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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26. 議会の構成 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/gikai/1001927.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/gikai/1001927.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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27. 「南知多町畜舎等建設行為に関する指導要綱」を策定しました 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/nougyou/1001457.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/nougyou/1001457.html
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28. 特別児童扶養手当 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/shien/1001273.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/shien/1001273.html


Web アクセシビリティ診断レポート 

レベル AA ― 2019 年 7 月実施 
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29. 大規模災害に備えた非常食の備蓄状況 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/anzen/1001060/1001961/1001105.html    

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/anzen/1001060/1001961/1001105.html
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30. サービス利用までの流れ 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kenkofukushi/shogai/1001186/1001192.html    

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 
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31. 平成 31 年度南知多町スポーツ施設利用の申請について 

https://www.town.minamichita.lg.jp/shisetsu/shisetsuriyou/1001494.html    

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 
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32. 広報紙のデジタル配信 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/koho/1001571/1001575/1001576.html    

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 
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33. 登録有形文化財 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/gaiyou/1001553/1001557.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 

 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/gaiyou/1001553/1001557.html
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34. 議会とは 

https://www.town.minamichita.lg.jp/gyosei/gikai/1001925.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 
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35. 愛知県在宅重度障害者手当 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kenkofukushi/shogai/1001967/1001176.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 
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36. Q4. 別の口座に変更したいのですが。 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/hoiku/1001954/1001304/1001308.html   

全体に共通およびこのページの要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 
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36-1. 【要確認】文字画像 
 

    
 
当レポート「00-1. 【要確認】文字画像」と同じ。 
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37. 旭化成建材株式会社の行ったくい打ち工事について 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/anzen/1001060/1001959/1001078.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 
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38. 南知多町災害避難 MAP について 

https://www.town.minamichita.lg.jp/shisetsu/shisetsuriyou/1001509.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 
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39. 国民健康保険税 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kurashi/zeihoken/1000814/1001950/index.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 
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40. 農業委員会 

https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/nougyou/1001444.html   

全体に共通の要確認事項を除けば 【レベル AA 準拠】 
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