
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

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
3 適合
利⽤者からの問合せを受け付けるウェブページ
4 適合
5 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
6 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
7 適合
8 適合
9 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
10 適合
11 適合
12 適合
13 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）
14 適合
15 適合

ランダムに選択したウェブページ
16 適合
17 適合
18 適合
19 適合
20 適合
21 適合
22 適合
23 適合
24 適合
25 適合
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

港区ホームページ／総合型地域スポーツ・文化クラブ（スポーカル） https://www.city.minato.tokyo.jp/sports/kodomo/sports/sogogata.html

港区ホームページ／港区ホームページが変わりました https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/portal/henkou.html

港区ホームページ／港区内における新型コロナウイルス感染症の感染者数（みなと保健所発⽣届受理数） https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kansensyasuu.html
港区ホームページ／広報みなと2020年12⽉1⽇号　季節性インフルエンザ流⾏期における外来受診等の相談先を紹介します https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/minato2020/202012/20201201top/12.html

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

港区ホームページ／港区ホームページの考え方 https://www.city.minato.tokyo.jp/portal/kangae.html
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JIS X 8341-3:2016 適合レベル AA を基準とする試験
JIS X 8341-3:2016 適合レベル AA に準拠
2021年2⽉6⽇から11⽇

港区ホームページ／2⽉4⽇（⽊曜）、港区と港区議会が23区で唯⼀の⽶軍ヘリポート基地の撤去に関する要請書を防衛省と東京都に提出しました https://www.city.minato.tokyo.jp/houdou/kuse/koho/press/202102/20210204_press.html

港区ホームページ／精神保健福祉講演会 https://www.city.minato.tokyo.jp/chiikihoken/kenko/kenko/zaitakukanwa/kokoro/koenkai/

港区ホームページ／区⽴公園等における新型コロナウイルス感染症感染拡⼤防⽌について https://www.city.minato.tokyo.jp/shiba-koudobokutan/korona.html
港区ホームページ／電気⾃動⾞等⽤充電設備導⼊費助成 https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/hojo/judensetsubi.html

港区ホームページ／第3次港区観光振興ビジョン平成30年度〜平成35年度（2018年度〜2023年度）の策定 https://www.city.minato.tokyo.jp/keieishien/27-3dainijikannkovisionkouki.html
港区ホームページ／公有地の拡⼤の推進に関する法律（公拡法）に基づく届出とは、どのようなものですか。 https://www.city.minato.tokyo.jp/toshikanri/kuse/kocho/faq/toshi/040.html
港区ホームページ／港区版ふるさと納税制度　活⽤先「公益的活動団体の⽀援」について https://www.city.minato.tokyo.jp/kikaku/hurusatonouzei/katuyou10.html

港区ホームページ／証明書等の申請書ダウンロード https://www.city.minato.tokyo.jp/shibamadochou/kurashi/todokede/juminhyo.html

港区ホームページ／障害のある⼈とのコミュニケーションハンドブックを作成し、無料で配布をしています https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/2014ichiran/com-handbook.html

港区ホームページ／六本⽊周辺の⼭坂と窪地 https://www.city.minato.tokyo.jp/azabuchikusei/mirai/roppongiyamasaka.html

港区ホームページ／令和3年1⽉7⽇に発出された緊急事態宣⾔に伴う、求職要件で在園している児童の在園期間の延⻑について https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/ninteikikanentyou2.html
港区ホームページ／子どもの予防接種について https://www.city.minato.tokyo.jp/hokenyobou/kenko/kenko/yobosesshu/kodomo.html

港区ホームページ／南麻布の⼭坂（奴坂・薬園坂・釣堀坂） https://www.city.minato.tokyo.jp/azabuchikusei/mirai/yakkoyakuenturibori.html

港区ホームページ／南麻布と落語（⼩⾔幸兵衛） https://www.city.minato.tokyo.jp/azabuchikusei/mirai/kogotoyakobe.html
港区ホームページ／新型コロナウイルス感染症の影響による後期⾼齢者医療保険料の減免について https://www.city.minato.tokyo.jp/koureiiryou/20200609.html
港区ホームページ／新型コロナウイルス感染拡⼤に伴うごみの収集等について https://www.city.minato.tokyo.jp/seisoujigyou/kateishiyouzumimasukusutekata.html

港区ホームページ／平成31年（2019年）3⽉1⽇配信 https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/mail-magazine/kucho-bn/2019/20190301.html

港区ホームページ／⽣涯学習講座提供事業「まなび屋」 https://www.city.minato.tokyo.jp/shougaigakushu/kodomo/shogai/manabiya/

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

港区ホームページ／芝地区総合⽀所へのご意⾒・ご提案 https://www.city.minato.tokyo.jp/shibakanri/shiba/iken/index.html

港区ホームページ／麻布地区総合⽀所へのご意⾒・ご提案 https://www.city.minato.tokyo.jp/azabukanri/azabu/iken/index.html

港区ホームページ／【みなと保健所】新型コロナウイルス感染症への対応について https://www.city.minato.tokyo.jp/hokenyobou/corona-soudan.html

港区ホームページ／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︕） https://www.city.minato.tokyo.jp/gomigenryou/kurashi/gomi/kate/k-wakekata/sodaigomi.html

港区ホームページ／赤坂地区総合⽀所 https://www.city.minato.tokyo.jp/akasaka/index.html

Minato City Living Guide https://www.city.minato.tokyo.jp/easyjp/index.html

港区ホームページ／区政情報 https://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/index.html
港区ホームページ／障害者 https://www.city.minato.tokyo.jp/shougaifukushi/index/index.html

港区ホームページ／港区のLINEについて https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/line.html

港区ホームページ／広報みなと2020年3⽉ https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/minato2020/202003/

港区ホームページ／伊皿子坂保育園 https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/hoikuen/14/

港区ホームページ／あざぶ達⼈ラボ運営業務⽀援委託事業候補者をプロポーザル方式により募集します https://www.city.minato.tokyo.jp/azabuchikusei/propo/documents/documents/azabutatsujinrabo.html

港区ホームページ／麻布から⾒た富⼠⼭ https://www.city.minato.tokyo.jp/azabuchikusei/mirai/08-03.html
港区ホームページ／道路占⽤許可申請について https://www.city.minato.tokyo.jp/senyoukusaku/senyou.html
港区ホームページ／港区三光学童クラブ運営業務委託に係るプロポーザルの選考結果について https://www.city.minato.tokyo.jp/takanawashisetsuunei/proposal/sanko_gakudo.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


