
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 適用 適合

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 適用 適合

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 適用 適合

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 適用 適合

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 適用 適合

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 適用 適合

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 適用 適合

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 適用 適合

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



JIS項目チェック 対象ページ案

対象サイト http://www.city.minato.tokyo.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 JIS X8341-3:2010　達成等級 AA に準拠

実施日 2016年1月15日～2月2日

NO URL

●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.minato.tokyo.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.minato.tokyo.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.minato.tokyo.jp/portal/houshin.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.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/kuseiken/index.html

5 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/iken/call-center.html#call

6 https://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/iken/portal-form.html

7 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/kuseiken/shisaku.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.minato.tokyo.jp/portal/index.html

9 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/portal/riyo/index.html

10 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/sns.html

11 http://www.city.minato.tokyo.jp/mypage/index.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

12 http://www.city.minato.tokyo.jp/portal/kangae.html

13 http://www.city.minato.tokyo.jp/kojinjouho/portal/kojinjoho.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

14 http://www.city.minato.tokyo.jp/kurashi/index.html

15 http://www.city.minato.tokyo.jp/bosai-anzen/index.html

16 http://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/index.html

17 http://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/index.html

18 http://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/index.html
19 http://www.city.minato.tokyo.jp/kosodatesien/kosodate/index.html

20 http://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/kenko/index.html

21 http://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/index.html

22 http://www.city.minato.tokyo.jp/koureifukushi/kenko/fukushi/koresha/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

23 http://www.city.minato.tokyo.jp/houdou/kuse/koho/dekigoto/index.html

24 http://www.city.minato.tokyo.jp/hisho/kuse/gaiyo/kucho/index.html

25 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/minato2016/201601/index.html

26 http://www.city.minato.tokyo.jp/kikaku/kaikaku/mainanba/tuti.html

27 http://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/hoikuen/06/index.html

28 http://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/hoikuen/14/index.html

29 http://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kumin-nomori/27/kankyo-gakusyu0131.html

30 http://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/koho/yokoso/index.html

31 http://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/koho/yokoso/machiaruki/index.html

32 http://www.city.minato.tokyo.jp/kyouikucenter/kodomo/kids/index.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

33 http://www.city.minato.tokyo.jp/aed/index.html
34 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/minato/index.html

35 http://www.city.minato.tokyo.jp/bousai/bosai-anzen/bosai/daishinsai/hinanjo.html

36 http://www.city.minato.tokyo.jp/hokenyobou/kenko/kenko/kyujitsu.html

37 http://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/techo/shogai.html

38 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kurashi/sodan.html

〇音声，動画などの時間に伴って変化するメディアがあるウェブページ

39 http://www.city.minato.tokyo.jp/jinken/20150108.html

40 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/bangumi/quick-journal/160101.html港区公式ホームページ／みなとクイックジャーナル（2016年1月）「赤坂・青山シニアファッショニスタ」ほか 適合

適合

港区公式ホームページ／身体障害者手帳 適合

港区公式ホームページ／相談一覧 適合

港区公式ホームページ／港区平和都市宣言30周年事業について

港区公式ホームページ／港区のできごと 適合

港区公式ホームページ／ようこそ区長室へ 適合

適合

適合

適合港区公式ホームページ／防災・生活安全

港区公式ホームページ／子ども・家庭・教育 適合

港区公式ホームページ／健康・福祉 適合

港区公式ホームページ／区政情報

適合

適合

港区公式ホームページ／「通知カード」の送付・受取について 適合

適合

港区公式ホームページ／障害者福祉

港区公式ホームページ／健康・医療

適合

港区公式ホームページ／広報みなと2016年1月

適合港区公式ホームページ／高齢者・介護

港区公式ホームページ／飯倉保育園

適合

適合港区公式ホームページ／子ども・子育て

港区公式ホームページ／広報みなと 適合

適合

港区公式ホームページ／休日診療・小児初期救急診療 適合

港区公式ホームページ／広域避難場所・避難所

港区公式ホームページ／AED(自動体外式除細動器)マップ

港区公式ホームページ／大人の環境学習～水を育む森の散策と酒蔵の見学～

港区公式ホームページ／キッズスクエア

港区公式ホームページ／伊皿子坂保育園

適合

適合

港区公式ホームページ／みなと家族物語。まち歩きツアー 適合

適合港区公式ホームページ／港区へようこそ

試験を行ったページ

港区公式ホームページ／個人情報の取り扱いについて 適合

適合

港区公式ホームページ／港区ホームページのご利用にあたって 適合

港区公式ホームページ／マイページの使い方 適合

適合港区公式ホームページ／港区コールセンター　みなとコール

港区公式ホームページ／各ページにSNSに拡散するための機能を追加しました 適合

港区公式ホームページ／港区ホームページの考え方

適合

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方針における例外事項については、診断
の対象外とします。

適合港区公式ホームページ／ウェブアクセシビリティ方針

東京都港区公式ホームページ

適合港区公式ホームページ／暮らし・手続き

適合

港区公式ホームページ／サイトマップ 適合

港区公式ホームページ／港区ホームページ掲載内容へのご意見 適合

港区公式ホームページ／施策・計画に対するご意見（パブリックコメント） 適合

港区公式ホームページ／区政へのご意見・ご提案（区民の声）

港区公式ホームページ／港区ホームページについて

試験結果


