
達成基準チェックリスト

細分箇条 達成基準 レベル 適用 適合

1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 A 適用 適合

1.2.1 音声だけ及び映像だけ（収録済み）の達成基準 A 対象外 適合

1.2.2 キャプション（収録済み）の達成基準 A 対象外 適合

1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ（収録済み）の達成基準 A 対象外 適合

1.2.4 キャプション（ライブ）の達成基準 AA 対象外 適合

1.2.5 音声解説（収録済み）の達成基準 AA 対象外 適合

1.3.1 情報及び関係性の達成基準 A 適用 適合

1.3.2 意味のある順序の達成基準 A 適用 適合

1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 A 適用 適合

1.4.1 色の使用の達成基準 A 適用 適合

1.4.2 音声の制御の達成基準 A 対象外 適合

1.4.3 コントラスト（最低限レベル）の達成基準 AA 適用 適合

1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 AA 適用 適合

1.4.5 文字画像の達成基準 AA 適用 適合

2.1.1 キーボードの達成基準 A 適用 適合

2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 A 適用 適合

2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 A 対象外 適合

2.2.2 一時停止，停止及び非表示の達成基準 A 適用 適合

2.3.1 3回のせん（閃）光，又はしきい（閾）値以下の達成基準 A 対象外 適合

2.4.1 ブロックスキップの達成基準 A 適用 適合

2.4.2 ページタイトルの達成基準 A 適用 適合

2.4.3 フォーカス順序の達成基準 A 適用 適合

2.4.4 リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 A 適用 適合

2.4.5 複数の手段の達成基準 AA 適用 適合

2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 AA 適用 適合

2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 AA 適用 適合

3.1.1 ページの言語の達成基準 A 適用 適合

3.1.2 一部分の言語の達成基準 AA 適用 適合

3.2.1 フォーカス時の達成基準 A 適用 適合

3.2.2 入力時の達成基準 A 適用 適合

3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 AA 適用 適合

3.2.4 一貫した識別性の達成基準 AA 適用 適合

3.3.1 エラーの特定の達成基準 A 適用 適合

3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 A 適用 適合

3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 AA 適用 適合

3.3.4 エラー回避（法的，金融及びデータ）の達成基準 AA 対象外 適合

4.1.1 構文解析の達成基準 A 適用 適合

4.1.2 名前（name），役割（role）及び値（value）の達成基準 A 適用 適合



JIS試験結果一覧

対象サイト http://www.city.minato.tokyo.jp/

試験基準 JIS X8341-3:2016　適合レベル AA を基準とする試験

試験結果 JIS X8341-3:2016　適合レベル AA に準拠

実施日 2017年1月23日～26日

NO URL

ウェブページ一式における共通のウェブページ

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

ウェブページ一式に属する各ウェブページのヘッダー，ナビゲーションメニュー，フッターなど
から共通してリンクされているウェブページ

2 http://www.city.minato.tokyo.jp/sitemap.html
3 http://www.city.minato.tokyo.jp/ketai/index.html

4 http://www.city.minato.tokyo.jp/portal/rss.html
5 http://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/link/index.html

ウェブページ一式のアクセシビリティに関連するウェブページ
アクセシビリティに関する方針，及び解説のあるウェブページ

6 http://www.city.minato.tokyo.jp/portal/houshin.html

7 http://www.city.minato.tokyo.jp/portal/shiken_kekka.html

利用者からの問合せを受け付けるウェブページ

8 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/faq/index.html

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

各種設定，選択肢，ショートカットなどの説明を提供するウェブページ

10 http://www.city.minato.tokyo.jp/search/index.html

ウェブページ一式の中で重要な情報を提供するウェブページ

災害時などの緊急情報

11 http://bousai.city-minato.jp/index/list?past=1

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

ウェブページ一式に属する各種類のウェブページを代表するウェブページ

スタイル，レイアウト，構造，ナビゲーション，ビジュアルデザイン，テンプレートなどの種類

13 http://www.city.minato.tokyo.jp/ictsuishintan/opendata/index2.html

14 http://www.city.minato.tokyo.jp/konnatoki/jose.html
15 http://www.city.minato.tokyo.jp/kyouikucenter/kodomo/kids/shiro/jinko/index.html

16 http://www.city.minato.tokyo.jp/fukushikatsudou/28-3godosyusyokumensetukai.html

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

利用者，デバイス，ブラウザ，コンテキスト，設定などに依存して変化する外観及び動作の種類

18 http://www.city.minato.tokyo.jp/smartphone/index.html

19 http://www.city.minato.tokyo.jp/mobile/index.html
ウェブサイト領域の種類（トップページ，部門，カテゴリ，オンラインショップなど）

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

21 http://www.city.minato.tokyo.jp/shiba/index.html
22 http://www.city.minato.tokyo.jp/azabu/index.html
23 http://www.city.minato.tokyo.jp/akasaka/index.html
24 http://www.city.minato.tokyo.jp/takanawa/index.html
25 http://www.city.minato.tokyo.jp/shibaura/index.html

26 http://www.city.minato.tokyo.jp/kosodatesien/kosodate/index.html

27 http://www.city.minato.tokyo.jp/koureifukushi/index/index.html

28 http://www.city.minato.tokyo.jp/shougaifukushi/index/index.html

コンテンツの種類（フォーム，テーブル，リスト，見出し，マルチメディア，スクリプトなど）

29 https://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/kuchoiken.html

30 https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/portal/riyo/link.html

港区公式ホームページ／障害者 適合

港区公式ホームページ／区長室へのご意見・ご提案 適合
港区公式ホームページ／港区ホームページへのリンクをご希望の方 適合

港区公式ホームページ／芝浦港南地区総合支所 適合

港区公式ホームページ／子ども・子育て 適合

港区公式ホームページ／高齢者・介護 適合

港区公式ホームページ／麻布地区総合支所 適合
港区公式ホームページ／赤坂地区総合支 適合
港区公式ホームページ／高輪地区総合支所 適合

港区公式モバイルサイト／ホーム 適合

港区公式ホームページ／港区へようこそ 適合
港区公式ホームページ／芝地区総合支所 適合

港区公式ホームページ／平成28年度第3回シニアのための合同就職面接会 適合
港区公式ホームページ／医療 適合

港区公式ホームページ／ホーム 適合

港区公式ホームページ／港区オープンデータ 適合
港区公式ホームページ／助成・手当 適合
港区公式ホームページ／港区の人口・位置・大きさを知ろう 適合

港区公式ホームページ／検索するには 適合

港区公式ホームページ／緊急情報一覧・List of Emergency Information・紧急信息一览・긴급정보 일람 適合

港区公式ホームページ／広域避難場所・避難所 適合

港区公式ホームページ／試験を行ったページのURIリスト 適合

港区公式ホームページ／よくある質問 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／RSS利用方法 適合

港区公式ホームページ／リンク集 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 適合

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／サイトマップ 適合

港区公式ホームページ／港区携帯向けサイトについて 適合

試験を行ったページ 試験結果

試験対象ページは、JIS X 8341-3:2016「JB 試験方法」

の「JB.1.2 ウェブページ一式単位」における「c) ウェブページ

一式を代表するウェブページを選択する場合」に基づき、

40ページを選定しています。 

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。 



NO URL試験を行ったページ 試験結果

31 http://www.city.minato.tokyo.jp/kyouikushomu/kodomo/gakko/inkai/soshiki.html

32 http://www.city.minato.tokyo.jp/cgi-bin/event_cal/cal_month.cgi

33 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/bangumi/kucho/161201.html

34 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/bangumi/topics/170101.html

35 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/movie/1609-kokoro-30.html

利用者のアクセスが多いウェブページ

36 http://www.city.minato.tokyo.jp/map/index.html
37 http://www.city.minato.tokyo.jp/shisetsu/kuyakusho/kuyakusho/01.html

38 http://www.city.minato.tokyo.jp/gomigenryou/kurashi/gomi/kate/k-wakekata/sodaigomi.html

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

40 http://www.city.minato.tokyo.jp/shisetsu/sport/sport/04.html港区公式ホームページ／港区スポーツセンター 適合

港区公式ホームページ／港区役所 適合
港区公式ホームページ／家庭から出る粗大ごみの出し方（※事前に「粗大ごみ受付センター」へのお申し込みが必要です！） 適合

港区公式ホームページ／保育園 適合

港区公式ホームページ／港区広報トピックス（2017年1月1日）「港区政70周年記念式典」ほか 適合
港区公式ホームページ／こころといのちを支える啓発映像（30秒バージョン） 適合

港区公式ホームページ／施設案内・予約 適合

港区公式ホームページ／組織と各課の業務案内 適合
港区公式ホームページ／イベントカレンダー 適合
港区公式ホームページ／こんにちは港区長です（2016年12月）「全国の自治体との連携・協力について」 適合
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