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本マニュアルは、ふくおか生涯学習ひろばサイト マイページのユーザー用マ

ニュアルです。マイページ内での記事の登録、公開・非公開等の操作につい
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１．トップページとマイページ機能について 

１－１．トップページとマイページ機能について 

本サイトは福岡県の生涯学習に関する参加型のウェブサイトです。 

マイページで「学習情報」の登録・編集し、サイト上に掲載いただくこと事が可能です。 

マイページ機能を利用するには、システムへのログインが必要です。 

操作システムには 「Internet Explorer」 や 「Google Chrome」 や 「Firefox」 などのウェブブラウザを用いてアクセ

スします。 

 

下記トップページ画面上部の 「学習情報の発信（登録・更新）はこちらから」 をクリックし、ログイン画面へ遷移し

ます。ご参照ください。アカウント情報を新規に取得する方（「2-1.新規登録」を、アカウント情報を取得済みの方

（「2-2.ログイン」をご参照ください。 

図 1-1.  トップページ画面 

 

  

画面上部にある、「学習情報の発信（登録・更新）は

こちらから」 ボタンをクリックします。 
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２．新規登録とログインについて  

２－１．新規登録 

「ふくおか生涯学習ひろばサイト」トップページ上部の「学習情報の発信（登録・更新）はこちらから」をクリックし、下

記のログイン画面へ遷移します。 

アカウント情報を新規で取得する方は、ログイン画面中央の「新規登録」ボタンをクリックしてください。 

図 2-1.  ログイン画面 

 

 

 

表示された「ユーザー登録 新規登録画面」より下記の項目について入力します。 

図 2-2. ユーザー新規登録画面 

 

「新規登録」ボタンをクリックします。 
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以下に各項目を説明します。 

項目名 説明 

■団体名【※必須】 団体名を入力します。 

■部署名【※必須】 部署名を入力します。 

■名前【※必須】 名前を入力します。 

■パスワード【※必須】 

ログインパスワードを入力します。 

※パスワードは半角数字、半角英小文字、半角英大文字を含む 8 文字以

上、72 文字以内で入力してください 

■メールアドレス【※必須】 メールアドレスを入力します。 

■住所【※必須】 住所を入力します。 

■電話番号【※必須】 電話番号を入力します。 

 

「初めて利用される方へ」ページを確認頂き、「初めて利用される方への確認」に☑を入力します。 

 

各項目への入力が完了したら、画面上部の「利用規約」に同意頂き、画面下部の「確認画面へ」ボタンをクリックし

ます。入力内容に間違いがないか確認し、問題なければ画面下部の「この内容を送信」ボタンで登録します。 
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①ユーザー登録申請の受付 

入力完了後、登録申請を行ったメールアドレス宛に下記のメールが届きます。 

図 2-3.  受信メール 申請お知らせ 

 

申請内容を確認の上、「ふくおか生涯学習ひろば」管理者が承認した場合、「ユーザー登録完了メール」をお送り

致します。 

「ふくおか生涯学習ひろば」管理者からのメールの到着をお待ちください。 

ユーザー登録申請から承認まで少々お時間をいただきますので、ご了承ください。 

 

②ユーザー登録完了 

 「ふくおか生涯学習ひろば」管理者からユーザー登録申請が承認され、下記のメールが届けばユーザー登録が

完了です。 

図 2-4.  受信メール 登録完了 

 



7 

２－２．ログイン 

アカウント情報を取得済みの方は、下記ログイン画面の点線部分にアカウント情報を入力し、ログインしてください。 

※「パスワード」をお忘れの場合は、「ログイン」ボタン右の「パスワードをお忘れの方」からお手続きください。 

 （詳細については「２－３．パスワードを忘れた場合について」を参照下さい。） 

 

 

 

ログインをすると下記のマイページ画面へ遷移します。 

作業終了後は画面右上の「ログアウト」をクリックしてください。 

図 2-5.  マイページ画面 

 

「メールアドレス」と「パスワード」を入

力し、「ログイン」ボタンをクリックします。 
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２－３．パスワードを忘れた場合について 

ログインパスワードを忘れた際は下記の方法でパスワードの再発行を行って下さい。 

ログイン画面下部「パスワードをお忘れの方」をクリックしパスワード再発行画面へ遷移します。 

図 2-6.  ログイン画面 

 

 

 

下記「パスワードをお忘れの方」画面にて登録済のメールアドレスを入力し「送信」ボタンをクリックします。 

図 2-7.  パスワードをお忘れの方 画面 

 

  

「パスワードをお忘れの方」をクリックします。 
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登録したメールアドレス宛てに下記のパスワード再設定受付のメールが届きます。 

メール内の「パスワード再設定用 URL」をクリックし再設定画面へ遷移します。 

 

図 2-8. パスワード再設定のお知らせメール 

 
 

 

下記「パスワード再設定」画面より「新しいパスワード」を入力し、「送信」ボタンをクリックします。 

図 2-9. パスワード再設定画面 

 

  

「パスワード再設定用 URL」をクリックし再設定

画面へ遷移します。 
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登録したメールアドレス宛てに下記のパスワード再設定完了のメールが届きます。 

以上で、パスワード再設定の手続きは完了です。 

図 2-10. パスワード再設定 完了メール 
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３．プロフィール情報について  

３－１．プロフィール情報の確認・編集 

マイページへログイン後、上部メニュー内「プロフィール」をクリックするとすでに登録されている「プロフィール情報」

が表示されます。この画面で登録されている自身の「プロフィール情報」の確認・変更を行う事が可能です。 

 

図 3-1. プロフィール情報画面 

 

各項目への変更が完了したら、画面下部の「確認」ボタンをクリックします。 

入力内容に間違いがないか確認し、問題なければ画面下部の「登録する」ボタンで変更します。 
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４．学習情報の発信について  

４－１．学習情報の確認・編集・検索 

マイページへログイン後、マイページ上部メニュー内「学習情報の発信」をクリックするとすでに登録されている「学

習情報」一覧画面が表示されます。この画面で登録されている「学習情報」の確認・編集・検索を行う事が可能で

す。 

図 4-1. 学習情報一覧画面 

 

 

 

 

 

以下に登録情報一覧画面の各項目を説明します。 

項目名 説明 

■タイトル 
各登録情報のタイトルが表示されます。 

クリックすることで登録情報の修正を行う事が可能です。 

■情報 各登録情報の「学ぶ」「活かす」のいずれかの区分が表示されます。 

■各管理情報の新規登録 

学習情報の新規登録はここから行います。 

■登録情報の検索 

該当項目を入力・選択後「検索」をクリックすることで該当の登録情報を検索する事が可能です。 

■登録情報の一覧 

登録された学習情報の一覧が表示されます。 
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■更新日 
登録情報の 終更新日が表示されます。 

管理用の項目のため、サイト側には表示されません。 

■公開状態 登録情報の公開状態が表示されます。 

■申請状況 登録情報の申請状態が表示されます。 

■申請 

各登録情報の申請処理を行います。 

「編集中」…現在の申請を取り消し、登録情報を編集する際に選択します。 

「公開申請」…該当の登録情報をサイト表側で閲覧できる状態にするよう管理者へ

依頼します。 

「非公開」…該当の登録情報をサイト表側で非公開にするよう管理者へ依頼する際

に選択します。 

■差戻し履歴 
各登録情報の差し戻し履歴が表示されます。 

「履歴」をクリックすると差し戻しについて確認画面が表示されます。 

■コピー 本項目をクリックする事で該当登録情報の内容をコピーする事が出来ます。 

■プレビュー 
本項目をクリックする事で該当登録情報の内容を Web 表示形式で確認する事が出

来ます。 

■活動報告 「活動レポートを書く」クリックすることで登録情報の登録・編集を行う事が可能です。 

■更新日 
活動報告情報の 終更新日が表示されます。 

管理用の項目のため、サイト側には表示されません。 

■公開状態 活動報告情報の公開状態が表示されます。 

■申請状況 活動報告情報の申請状態が表示されます。 

■申請 

活動報告情報の申請処理を行います。 

「編集中」…現在の申請を取り消し、登録情報を編集する際に選択します。 

「公開申請」…該当の活動報告情報をサイト表側で閲覧できる状態にするよう管理

者へ依頼します。 

「非公開」…該当の活動報告情報をサイト表側で非公開にするよう管理者へ依頼す

る際に選択します。 

■差戻し履歴 
活動報告情報の差し戻し履歴が表示されます。 

「履歴」をクリックすると差し戻しについて確認画面が表示されます。 
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４－２．学習情報 （学ぶ） の登録 

学習情報（学ぶ）を新規登録するには図４-1 の「新しい情報を登録する」をクリックします。 

クリックすると下記画面の学習情報（学ぶ）の新規入力の各項目が表示されます。 

画面上部のタブにより「学ぶ」を選択する事で学ぶの登録画面へ切り替わります。 

図 4-2. 学習情報（学ぶ）の新規登録画面 
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以下に各項目を説明します。 

項目名 説明 

■タイトル【※必須】 タイトルを入力します。 

■開催日時【※必須】 
開催日時を入力します。 

空欄をクリックすると表示されるカレンダーから日付を選択し設定します。 

■エリア情報【※必須】 エリア情報を選択します。 

■開催場所【※必須】 開催場所を入力します。 

■開催場所地図の URL 
開催場所地図について Google Maps の共有 URL を入力します。 

共有 URL の確認方法は「4-4．GoogleMap の共有 URL 確認方法」を参照下さい。 

■アクセス アクセスについて入力します。 

■参加費 参加費について入力します。 

■定員 定員を入力します。 

■募集期間 
募集期間を入力します。 

空欄をクリックすると表示されるカレンダーから日付を選択し設定します。 
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■主催者【※必須】 主催者をについて力します。 

■お問い合わせ 

【※必須】 
お問い合わせ先を入力します。 

■特記事項 特記事項について入力します。 

関連リンク 

関連リンクを貼りたいときに「関連リンク追加」でブロックを増やします。 

リンク名、リンク URL を入力し設定してください。 

「別ウィンドウで開く」にチェックを付けると設定したページが別ウィンドウで開きます。 

「関連リンク」は「ブロック」単位で構成されます。 

「ブロック」を複数設定する場合は、「リンク追加」でブロックを増やし、削除する場合は、「削除する」で項目ごと

削除を行います。 

また、「↑ 上に移動」 「↓ 下に移動」を使って「ブロック」の表示順序を変更する事も可能です。 

■分野 分野を選択します。 

■メイン画像 

メイン画像を設定します。 

「ファイルを選択」ボタンをクリックし、パソコン上にある画像ファイル（※投稿できる

画像ファイルは JPEG 形式、PNG 形式、GIF 形式に限ります。PDF 形式不可。）を

選択して設定します。(推奨サイズ : 縦 1260px x 横 900px) 

「代替テキスト」の項目に設定した画像の代替テキストを入力します。 

代替テキストについては「6-2．画像ファイルの付随情報について」を参照下さい。 

その他の画像 

画像を追加したいときに「その他の画像を追加」でブロックを増やします。 

「ファイルを選択」ボタンをクリックし、パソコン上にある画像ファイル（※投稿できる画像ファイルは JPEG 形式、

PNG 形式、GIF 形式に限ります。PDF 形式不可。）を選択して設定します。 

「代替テキスト」の項目に設定した画像の代替テキストを入力します。 

代替テキストについては「6-2．画像ファイルの付随情報について」を参照下さい。 

「その他の画像」は「ブロック」単位で構成されます。 

「ブロック」を複数設定する場合は、「その他の画像」でブロックを増やし、削除する場合は、「削除する」で項目

ごと削除を行います。 

「↑ 上に移動」 「↓ 下に移動」を使って「ブロック」の表示順序を変更する事も可能です。 
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ファイル 

関連ファイルを追加したいときに「ファイル」でブロックを増やします。 

「ファイルを選択」ボタンをクリックし、パソコン上にあるファイル（チラシの PDF 等）を選択して設定します。 

「ファイル名」の項目に設定したファイルの名称を入力します。 

「関連ファイル」は「ブロック」単位で構成されます。 

「ブロック」を複数設定する場合は、「ファイル」でブロックを増やし、削除する場合は、「削除する」で項目ごと削

除を行います。 

「↑ 上に移動」 「↓ 下に移動」を使って「ブロック」の表示順序を変更する事も可能です。 

■内容 【※必須】 
内容を入力します。 

※5500 字以内で入力してください。 

アクセシビリティ・一括変換 

登録した内容についてアクセシビリティの確認と一括変換を行います。 

アクセシビリティについては「6．ページ作成時の注意点（アクセシビリティについて）」を参照下さい。 

「アクセシビリティチェック」をクリックするとチェック項目のアクセシビリティ項目について検出する事が可能で

す。 

「一括変換」をクリックするとチェック項目のアクセシビリティ項目について変換する事ができます。 

 

※アクセシビリティに配慮したページ作成にご協力ください。 

各項目への入力が完了したら、画面下部の「確認画面へ」ボタンをクリックします。 

入力内容に間違いがないか確認し、問題なければ画面下部の「公開申請する」ボタンで管理者へ該当情報の公

開を申請します。 

※「編集中」を選択する事で、該当情報を公開申請せず引き続き編集を行う事が可能です。 
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４－３．学習情報 （活かす） の登録 

学習情報（活かす）を新規登録するには図４-1 の「新しい情報を登録する」をクリックします。 

クリックすると下記画面の学習情報（活かす）の新規入力の各項目が表示されます。 

画面上部のタブにより「活かす」を選択する事で学ぶの登録画面へ切り替わります。 

 

図 4-3. 学習情報（活かす）の新規登録画面 
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以下に各項目を説明します。 

項目名 説明 

■種別 【※必須】 種別を選択します。 

■タイトル 【※必須】 タイトルを入力します。 

■エリア情報【※必須】 エリア情報を選択します。 

■活動期間 

/活動希望時間【※必須】 

活動期間/活動希望時間を入力します。 

空欄をクリックすると表示されるカレンダーから日付を選択し設定します。 

また、補足事項があれば「その他」欄へ入力します。 

■活動場所/活動希望場

所【※必須】 
活動場所/活動希望場所について入力します。 

■活動場所地図の URL 
活動場所地図について Google Maps の共有 URL を入力します。 

共有 URL の確認方法は「4-4．GoogleMap の共有 URL 確認方法」を参照下さい。 



20 

■アクセス アクセスについて入力します。 

■募集人数 募集人数について入力します。 

■募集期間 
募集期間を設定します。 

空欄をクリックすると表示されるカレンダーから日付を選択し設定します。 

■主催者【※必須】 主催者を入力します。 

■求人の種類/ 

 参加の種類【※必須】 

求人の種類/参加の種類を選択します。 

複数選択が可能です。 

■関わり方【※必須】 関わり方を選択します。複数選択が可能です。 

■求める/ 

 求められる役割 
求める/求められる役割を選択します。複数選択が可能です。 

■活動分野 分野を選択します。複数選択が可能です。 

■応募方法 応募方法について入力します。 

■お問い合わせ 

【※必須】 
お問い合わせ先について入力します。 

■特記事項 特記事項について入力します。 

関連リンク 

関連リンクを貼りたいときに「関連リンク追加」でブロックを増やします。 

リンク名、リンク URL を入力し設定してください。 

「別ウィンドウで開く」にチェックを付けると設定したページが別ウィンドウで開きます。 

「関連リンク」は「ブロック」単位で構成されます。 

「ブロック」を複数設定する場合は、「リンク追加」でブロックを増やし、削除する場合は、「削除する」で項目ごと

削除を行います。 

また、「↑ 上に移動」 「↓ 下に移動」を使って「ブロック」の表示順序を変更する事も可能です。 



21 

■メイン画像 

メイン画像を設定します。 

「ファイルを選択」ボタンをクリックし、パソコン上にある画像ファイル（※投稿できる

画像ファイルは JPEG 形式、PNG 形式、GIF 形式に限ります。PDF 形式不可。）を

選択して設定します。(推奨サイズ : 縦 1260px x 横 900px) 

「代替テキスト」の項目に設定した画像の代替テキストを入力します。 

代替テキストについては「6-2．画像ファイルの付随情報について」を参照下さい。 

その他の画像 

画像を追加したいときに「その他の画像を追加」でブロックを増やします。 

「ファイルを選択」ボタンをクリックし、パソコン上にある画像ファイル（※投稿できる画像ファイルは JPEG 形式、

PNG 形式、GIF 形式に限ります。PDF 形式不可。）を選択して設定します。 

「代替テキスト」の項目に設定した画像の代替テキストを入力します。 

代替テキストについては「6-2．画像ファイルの付随情報について」を参照下さい。 

「その他の画像」は「ブロック」単位で構成されます。 

「ブロック」を複数設定する場合は、「その他の画像」でブロックを増やし、削除する場合は、「削除する」で項目

ごと削除を行います。 

「↑ 上に移動」 「↓ 下に移動」を使って「ブロック」の表示順序を変更する事も可能です。 

ファイル 

関連ファイルを追加したいときに「ファイル」でブロックを増やします。 

「ファイルを選択」ボタンをクリックし、パソコン上にあるファイル（チラシの PDF 等）を選択して設定します。 

「ファイル名」の項目に設定したファイルの名称を入力します。 

「関連ファイル」は「ブロック」単位で構成されます。 

「ブロック」を複数設定する場合は、「ファイル」でブロックを増やし、削除する場合は、「削除する」で項目ごと削

除を行います。 

「↑ 上に移動」 「↓ 下に移動」を使って「ブロック」の表示順序を変更する事も可能です。 

■内容 【※必須】 活かす情報の内容について入力します。 

アクセシビリティ・一括変換 

登録した内容についてアクセシビリティの確認と一括変換を行います。 

アクセシビリティについては「6．ページ作成時の注意点（アクセシビリティについて）」を参照下さい。 

「アクセシビリティチェック」をクリックするとチェック項目のアクセシビリティ項目について検出する事が可能です。 

「一括変換」をクリックするとチェック項目のアクセシビリティ項目について変換する事ができます。 

 

※アクセシビリティに配慮したページ作成にご協力ください。 
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各項目への入力が完了したら、画面下部の「確認画面へ」ボタンをクリックします。 

入力内容に間違いがないか確認し、問題なければ画面下部の「公開申請する」ボタンで管理者へ該当情報の公

開を申請します。 

※「編集中」を選択する事で、該当情報を公開申請せず引き続き編集を行う事が可能です。 
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４－４．GoogleMap の共有 URL 確認方法 

下記に「googlemap の共有 URL」の確認方法を記載しますので参照下さい。 

 

図 4-4. GoogleMap 画面 

 

 

  

    イベント場所の住所か名称を入力検索

しマップ上に表示させます。 

「共有」 をクリックします。 

     「共有リンク」が表示されます。「リンクをコピー」をクリ

ックし URL をコピーし該当項目へ貼り付けます。 

２ 

１ 

３ 
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４－５．活動レポートの登録 

活動レポートを新規登録・編集するには図４-1 各登録情報の「活動レポートを書く」をクリックします。 

クリックすると下記画面の活動レポートの入力の各項目が表示されます。 

図 4-5. 活動レポートの登録画面 

 

該当学習情報の登録内容が表示さ

れます。 
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以下に各項目を説明します。 

項目名 説明 

■メイン画像 

メイン画像を設定します。 

「ファイルを選択」ボタンをクリックし、パソコン上にある画像ファイル（※投稿できる

画像ファイルは JPEG 形式、PNG 形式、GIF 形式に限ります。PDF 形式不可。）を

選択して設定します。(推奨サイズ : 縦 1260px x 横 900px) 

「代替テキスト」の項目に設定した画像の代替テキストを入力します。 

代替テキストについては「6-2．画像ファイルの付随情報について」を参照下さい。 

■活動レポート 

【※必須】 

内容について入力します。 

※5500 字以内で入力してください。 

自由記述 

「活動レポート情報」についての本文内容を設定します。 

本項目は「ブロック」単位で構成されます。 

「ブロック」を複数設定する場合は、「見出し（大）」、「見出し（小）」、「文章」、「画像１つ」、「画像 2 つ」、「画像と文

章」、「リンク」、「ファイル」、「文章（見たまま）」、「YOUTUBE URL」で項目を増やし、削除する場合は、「削除す

る」で項目ごと削除を行います。 

また、「↑上に移動」 「↓下に移動」を使って「ブロック」の表示順序を変更する事も可能です。 

設定方法については 『５.ブロックについて』を参照下さい。 

参加者の声 

「参加者の声」について設定します。 

「参加者の声」は「ブロック」単位で構成されます。 

「ブロック」を複数設定する場合は、「参加者の声」で項目を増やし、削除する場合は、「削除する」で項目ごと削

除を行います。 

また、「↑上に移動」 「↓下に移動」を使って表示順序を変更する事も可能です。 

各項目への入力が完了したら、画面下部の「確認画面へ」ボタンをクリックします。 

入力内容に間違いがないか確認し、問題なければ画面下部の「公開申請する」ボタンで管理者へ該当情報の公

開を申請します。 

※「編集中」を選択する事で、該当情報を公開申請せず引き続き編集を行う事が可能です。 
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５．ブロックについて 

５－１．ブロックとは 

活動情報の自由記述の登録の際に利用します。以下のブロック種類から選択します。 

※同じブロックを複数設定することも可能です。 

 

 

５－２．見出しの設定・編集 

「ブロック」内「見出し（大・小）」をクリックすると下記の見出し設定の画面が表示されます。 

それぞれの項目に従って挿入する見出しを設定します。 

 

 

 

５－３．文章の設定・編集 

「ブロック」内「文章」をクリックすると下記の設定画面が表示されます。 

記事内容を入力します。 

 

 

   ■見出しを入力します。 

   項目の表示順を変更します。 

   ■ブロックを削除 

項目の削除を行えます。 

   ■文章を入力します。 
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５－４．画像の設定・編集 

「ブロック」内「画像１つ」、「画像２つ」をクリックすると下記の設定画面が表示されます。 

各項目に記事内容を設定します。 

 

 

５－５．リンクの設定・編集 

「ブロック」内「リンク」をクリックすると下記の設定画面が表示されます。 

各項目に従ってリンクを設定します。 

 

 

５－６．ファイルの設定・編集 

「ブロック」内「ファイル」をクリックすると下記の設定画面が表示されます。 

各項目に従ってダウンロードファイルを設定します。 

 

  

   パソコンやサーバーに保存された画像を選択します。 

   画像の代替テキストを入力します。 

   リンクタイトルを入力します。 

    パソコンやサーバーに保存されたファイルを選択します。 

    ファイル名を入力します。 

   リンク先の URL を入力します。 
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５－７．YOUTUBE URL の設定・編集 

「ブロック」内「YOUTUBE URL」をクリックすると下記の設定画面が表示されます。 

「YOUTUBE URL」を入力する事で、YOUTUBE 動画を設定する事が可能です。 

 

 

 

  

    「YOUTUBE URL」を入力します。 
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６．ページ作成時の注意点（アクセシビリティについて） 

６-１．機種依存文字について 

ぺージ作成する際には「アクセシビリティ」と呼ばれる年齢や身体障害の有無に関係なく、誰でも必要とする情

報を簡単に利用できる点に留意し作成して下さい。 

例えば全盲の方が利用するウェブページ上の文章を自動で読み上げる音声ブラウザソフト等は各コンピュータに

依存する特殊な文字や記号を読み上げる事ができません。こういった特殊な文字や記号等アクセシビリティ上好

ましくない文字は極力使用しないように気を付けて下さい。 

下記にアクシビリティ上好ましくない「機種依存文字」と呼ばれるものの一部を記載していますので参考にして下さ

い。 

 

◆機種依存文字◆ 

囲み文字 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㊤㊦㊧㊨㊥ 

ギリシャ数字 ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹ 

年号 ㍾㍽㍼㍻ 

省略文字 №㏍℡㈱㈲㈹ 

単位記号 ≒≡∫∮Σ√⊥∠∟⊿∵∩∪ 

 

機種依存文字 対応策（例） 

①②③・・・ （1）（2）（3）・・・ 

㎜ ミリメートル 

cm センチメートル 

㎡ 平方メートル 

ｍ3 立方メートル 

㍑ リットル 

℃ 度 

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ・・・ 1、2、3・・・ 

㈱、㏍ (株)、株式会社 

℡ 電話 
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６-２．画像ファイルの付随情報について 

画像ファイルを登録する際の、付随情報の入力と反映については以下の通りです。 

※代替テキストは入力必須項目です。 

付随情報 内容 

キャプション 

キャプションとは、画像周辺にその内容を記述し、利用者に画像の内容について

わかりやすく伝える説明のことです。 

本サイトでは、キャプションが入力されている際は、画像の下にキャプションを表

示します。 

代替テキスト 

代替テキストとは、視覚障害がある、スクリーンリーダーを使用する、接続速度が

遅いなどの理由からウェブページの画像を見ることができない利用者に、音声読み

上げにより画像の内容についてわかりやすく伝える説明のことです。 

また、検索エンジンに画像の題材についてわかりやすく伝える役割を担っていま

す。本サイトでは代替テキストが空欄で登録されても項目自体は作成される仕様で

す。 

※代替テキストは、キャプションと同じ文字列にはできません。 

キャプションと同じ文字列でもエラー扱いしないため、運用上キャプションと同じ文

字列を入力しないでください。 

 

 

６-２-１．画像ファイルの付随情報の事例 

 画像ファイルのキャプションと代替テキストの運用事例を以下に掲載しますのでご参照ください。 

 
出典：日本ウェブアクセシビリティ普及ネットワーク 

「情報バリアフリーポータルサイト」  

http://jis8341.net/outline.html 

 

    代替テキスト 


