
ウェブアクセシビリティテストページリスト

No. テスト結果
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 適合

 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 適合
3 適合

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
4 適合
利⽤者からの問合せを受け付けるウェブページ
5 適合
6 適合
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
7 適合
8 適合

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
9 適合
10 適合
11 適合
12 適合

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 適合
14 適合
15 適合
16 適合
17 適合
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）
18 適合
19 適合
20 適合
21 適合
22 適合
23 適合
24 適合
25 適合

ランダムに選択したウェブページ
26 適合
27 適合
28 適合
29 適合
30 適合
31 適合
32 適合
33 適合
34 適合
35 適合
36 適合
37 適合
38 適合
39 適合
40 適合

港区公式ホームページ／組織一覧（所在地・連絡先） https://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/gaiyo/soshiki/index-ichiran.html

港区公式ホームページ／ウェブアクセシビリティ方針 https://www.city.minato.tokyo.jp/portal/houshin.html

港区公式ホームページ／⽂字の⼤きさ・⾊合い変更 https://www.city.minato.tokyo.jp/mojiiro/index.html

港区公式ホームページ／ちぃばすのルート、料⾦、ダイヤ、バス停について知りたい。 https://www.city.minato.tokyo.jp/koutsuutaisaku/kuse/kocho/faq/toshi/024.html

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 https://www.city.minato.tokyo.jp/system/kinkyu_list.html

東京都港区公式ホームページ https://www.city.minato.tokyo.jp/

港区公式ホームページ／リンク集 https://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/link/index.html
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港区公式ホームページ／MINATOフラッグ制度 https://www.city.minato.tokyo.jp/seikatsuanzen/bosai-anzen/sekatsuanzen/minatoflag.html

港区公式ホームページ／ご意⾒・ご提案の分類別件数（2019年7⽉〜9⽉） https://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/ikenshokai30/bunrui.html

港区公式ホームページ／港区⽴保育園臨時職員（保育補助）募集 https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/rinjibosyu.html
港区公式ホームページ／LOCAL COMMUNITY PUBLICATION https://www.city.minato.tokyo.jp/akasakachikusei/akasaka/koho/chiikijoho_eng.html

港区公式ホームページ／イベントカレンダー https://www.city.minato.tokyo.jp/cgi-bin/event_cal/cal_month.cgi
港区公式ホームページ／『障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン』を作成しました https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/2014ichiran/guidelines.html

港区公式ホームページ／特殊詐欺対策 https://www.city.minato.tokyo.jp/seikatsuanzen/bosai-anzen/sekatsuanzen/oshirase/kanpukin.html

港区公式ホームページ／港区いじめ防止基本方針 https://www.city.minato.tokyo.jp/shidoushien/20141029ijimekihonhoushin.html

港区公式ホームページ／保育コンシェルジュのご案内 https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/konsheruzyu.html

港区公式ホームページ／「バリアフリーまち歩きMAP in 港区」をご利⽤ください https://www.city.minato.tokyo.jp/keieishien/barrier-free-kankou.html

港区公式ホームページ／住宅宿泊事業（⺠泊）に伴う分譲マンションの管理規約の改正について https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/minpaku.html

港区公式ホームページ／障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ） https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/madoguchi/hokenfukushi.html

港区公式ホームページ／⾚坂区⺠センター調理室利⽤休止のお知らせ https://www.city.minato.tokyo.jp/akasakakanri/akasaka/annai/kyuusi.html
港区公式ホームページ／弾道ミサイル落下時の⾏動について https://www.city.minato.tokyo.jp/kikikanri/bosai-anzen/bosai/kokuminhogo.html

港区公式ホームページ／⺠⽣委員・児童委員 https://www.city.minato.tokyo.jp/fukushikatsudou/kenko/fukushi/minse.html

港区公式ホームページ／マイナンバーカード（個人番号カード）について https://www.city.minato.tokyo.jp/kikaku/kaikaku/mainanba/tutikado.html

港区公式ホームページ／がん治療中の方へウィッグ等購⼊費⽤助成制度のご案内 https://www.city.minato.tokyo.jp/kenkouzukuri/appearance.html

港区公式ホームページ／芝浦港南地区総合⽀所へのご意⾒・ご提案 https://www.city.minato.tokyo.jp/shiba-koukanri/shibaura/iken/index.html
港区公式ホームページ／⾼輪地区総合⽀所へのご意⾒・ご提案 https://www.city.minato.tokyo.jp/takanawakanri/takanawa/iken/index.html

港区公式ホームページ／休⽇診療・⼩児初期救急診療 https://www.city.minato.tokyo.jp/hokenyobou/kenko/kenko/kyujitsu.html
港区公式ホームページ／みんなと安全安心メール配信中 https://www.city.minato.tokyo.jp/seikatsuanzen/bosai-anzen/sekatsuanzen/oshirase/mail.html

港区公式ホームページ／施設予約システムの利⽤方法について https://www.city.minato.tokyo.jp/jouhoseisaku/shisetuyoyaku-riyou.html

港区公式ホームページ／令和2年（2020年）1⽉1⽇配信 https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/mail-magazine/kucho-bn/2020/20200101.html

港区公式ホームページ／港区客引き⾏為等の防止に関する条例 https://www.city.minato.tokyo.jp/seikatsuanzen/kyakuhikiboushi.html

港区公式ホームページ／こうなん保育園 https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/hoikuen/08/index.html

港区公式ホームページ／令和元年度港区総合防災訓練（芝会場）を実施します https://www.city.minato.tokyo.jp/shibakyoudou/2017bousai/sougoubousaikunnrennsiba.html

港区公式ホームページ／⾚坂地区の地域情報誌（最新号） https://www.city.minato.tokyo.jp/akasakachikusei/akasaka/koho/saishin.html

港区公式ホームページ／三⽥・⾼輪地区まちづくりガイドライン https://www.city.minato.tokyo.jp/matizukurikeikakutan/documents/mitatakanawatiku.html

港区公式ホームページ／区は⼦どもの安全・安心の確保に全⼒で取り組んでいます https://www.city.minato.tokyo.jp/kikikanri/kodomo_anzen.html
港区公式ホームページ／Facebookページ「Minato Information Board」の　ごあんない https://www.city.minato.tokyo.jp/kokusaika/minatoinformationboard.html
港区公式ホームページ／粗⼤ごみの運び出し収集（65歳以上の⾼齢者、障がい者のみの世帯で、⾝近な人の協⼒が得られない方） https://www.city.minato.tokyo.jp/sagyou/sodaihakobidasi.html
港区公式ホームページ／家具転倒防止器具等助成のご案内 https://www.city.minato.tokyo.jp/bousai/kateibousai/kagu.html
港区公式ホームページ／耳マークシールを配布します https://www.city.minato.tokyo.jp/shougaifukushi/takahashisakusei/011015mimima-ku/a.html
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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 A 適⽤ 適合

1.2.1 音声だけ及び映像だけ（収録済み） A 適⽤なし 適合

1.2.2 キャプション（収録済み） A 適⽤なし 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） A 適⽤なし 適合
1.2.4 キャプション（ライブ） AA 適⽤なし 適合
1.2.5 音声解説（収録済み） AA 適⽤なし 適合
1.3.1 情報及び関係性 A 適⽤ 適合
1.3.2 意味のある順序 A 適⽤ 適合
1.3.3 感覚的な特徴 A 適⽤ 適合
1.4.1 色の使⽤ A 適⽤ 適合
1.4.2 音声の制御 A 適⽤なし 適合
1.4.3 コントラスト（最低限レベル） AA 適⽤ 適合
1.4.4 テキストのサイズ変更 AA 適⽤ 適合
1.4.5 文字画像 AA 適⽤ 適合
2.1.1 キーボード A 適⽤ 適合
2.1.2 キーボードトラップなし A 適⽤ 適合
2.2.1 タイミング調整可能 A 適⽤なし 適合
2.2.2 ⼀時停⽌，停⽌及び非表示 A 適⽤ 適合
2.3.1 3回のせん（閃）光，又はしきい（閾）値以下 A 適⽤なし 適合
2.4.1 ブロックスキップ A 適⽤ 適合
2.4.2 ページタイトル A 適⽤ 適合
2.4.3 フォーカス順序 A 適⽤ 適合
2.4.4 リンクの目的（コンテキスト内） A 適⽤ 適合
2.4.5 複数の手段 AA 適⽤ 適合
2.4.6 ⾒出し及びラベル AA 適⽤ 適合
2.4.7 フォーカスの可視化 AA 適⽤ 適合
3.1.1 ページの⾔語 A 適⽤ 適合
3.1.2 ⼀部分の⾔語 AA 適⽤ 適合
3.2.1 フォーカス時 A 適⽤ 適合
3.2.2 ⼊⼒時 A 適⽤ 適合
3.2.3 ⼀貫したナビゲーション AA 適⽤ 適合
3.2.4 ⼀貫した識別性 AA 適⽤ 適合
3.3.1 エラーの特定 A 適⽤ 適合
3.3.2 ラベル又は説明 A 適⽤ 適合
3.3.3 エラー修正の提案 AA 適⽤ 適合
3.3.4 エラー回避（法的，⾦融及びデータ） AA 適⽤なし 適合
4.1.1 構文解析 A 適⽤ 適合
4.1.2 名前（name），役割（role）及び値（value） A 適⽤ 適合


