
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
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
5 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
6 適合
7 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
8 適合
9 適合
10 適合
11 適合
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）
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／みなと図書館 https://www.city.minato.tokyo.jp/shisetsu/toshokan/toshokan/01.html

港区ホームページ／港区生活・就労支援センター https://www.city.minato.tokyo.jp/jiritsusien/seikatukonnkyuusyajiritusien.html

港区ホームページ／助産師による相談窓口 https://www.city.minato.tokyo.jp/chiikihoken/kenko/kenko/boshi/midwife.html

港区ホームページ／令和2年度第7回六本⽊安全安⼼プロジェクトを開催しました https://www.city.minato.tokyo.jp/azabukyoudou/r21126anpuro.html

港区ホームページ／14年連続カルガモのヒナが誕生しました︕ https://www.city.minato.tokyo.jp/shiba-kouchikusei/2021karugamo.html
港区ホームページ／コミュニティバス「ちぃばす」の紹介 https://www.city.minato.tokyo.jp/koutsuutaisaku/kankyo-machi/kotsu/bus/community-bus.html

港区ホームページ／ドッグランについて https://www.city.minato.tokyo.jp/shiba-koudoboku/shibaura/koho/dogguran.html

港区ホームページ／みなとエコ宣言登録申請フォーム https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/2103-form.html
港区ホームページ／港区ワクチンダッシュボード（港区のワクチン接種状況） https://www.city.minato.tokyo.jp/wakuchintan/corona_wakuchin/dashboard.html

港区ホームページ／選挙 https://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/senkyo/index.html

港区ホームページ／産業・文化・観光 https://www.city.minato.tokyo.jp/sangyo/index.html
港区ホームページ／高齢者・介護 https://www.city.minato.tokyo.jp/koureifukushi/index/index.html

港区ホームページ／広報みなと2022年2⽉ https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/minato2022/202202/index.html

港区ホームページ／高輪地区総合支所 https://www.city.minato.tokyo.jp/takanawa/index.html
Minato City Living Guide https://www.city.minato.tokyo.jp/easyjp/index.html

港区ホームページ／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
港区ホームページ／【特設ページ】新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について https://www.city.minato.tokyo.jp/wakuchintan/corona_wakuchin/wakuchin1.html

港区ホームページ／RSS利⽤⽅法 https://www.city.minato.tokyo.jp/portal/rss.html

港区ホームページ／ウェブアクセシビリティ⽅針 https://www.city.minato.tokyo.jp/portal/houshin.html#a01

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

港区ホームページ／No.384　⽇清戦争戦勝記念 https://www.city.minato.tokyo.jp/takanawakyoudou/digital-archive/photo/archives/384.html

港区ホームページ／弾性ストッキング等 https://www.city.minato.tokyo.jp/kyufu/kurashi/hoken/kenkohoken/k-kyufu/ryoyohi.html

港区ホームページ／多⾔語AIチャットによる外国⼈向け情報発信を⾏っています︕ https://www.city.minato.tokyo.jp/kokusaika/aichatservice.html

港区ホームページ／夜間こころの電話相談（東京都） https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/to-shisetsu/yakandenwa.html

港区ホームページ／１⽉から３⽉は若者悪質商法被害防⽌キャンペーン⽉間です。 https://www.city.minato.tokyo.jp/shouhisha/kurashi/shohi/202201-3wakamonocampaign.html

港区ホームページ／正光寺保育園赤羽橋園の閉園について https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/shokojiheienn.html

港区ホームページ／広報みなと2020年4⽉1⽇号　おしらせボード　講座・催し物 https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/minato2020/202004/20200401top/25.html

港区ホームページ／災害時病院前トリアージ⽤エアーテント等の購入 https://www.city.minato.tokyo.jp/keiyaku/kuse/nyusatsu/mitsumori/2017/bupin/data/29-0020000232.html

港区ホームページ／障害者のための「音楽セラピー」 https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/event/211007-therapy.html
港区ホームページ／日本社会の「多文化化」と多文化共生社会を考える https://www.city.minato.tokyo.jp/takanawakyoudou/tyareikomi/r3/7-1.html

港区ホームページ/低空⾶⾏する⾶⾏機について（区⺠の声） https://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/ikenshokai36/3126.html

港区ホームページ／不燃ごみの出し⽅ https://www.city.minato.tokyo.jp/gomigenryou/kurashi/gomi/kate/k-wakekata/funen.html

港区ホームページ／北海道佐呂間町(ほっかいどうさろまちょう) https://www.city.minato.tokyo.jp/zenkokurenkeitan/hokaidosaroma.html

港区ホームページ／生食⽤かきの取扱いについて https://www.city.minato.tokyo.jp/shokuhinkouiki/kurashi/shokuhin/anzen/documents/kaki.html

港区ホームページ／郵送でできる手続き https://www.city.minato.tokyo.jp/shibakoseki/kurashi/todokede/shomesho/yubin/index.html

港区ホームページ／東京マイ・タイムラインを配布しています https://www.city.minato.tokyo.jp/chiikibousai/mytimeline.html
港区ホームページ／児童扶養手当-⽗または⺟に障害があるとき-（国の制度） https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/teate/jidofuyo-kuni.html

港区ホームページ／マイナポータルの本格運⽤開始について https://www.city.minato.tokyo.jp/jouhoseisaku/kuse/johosesaku/mainapotaru.html

試験結果

対象サイト
試験基準

実施日

試験ページタイトル

https://www.city.minato.tokyo.jp/
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
2022年2⽉28日から3⽉7日

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

港区ホームページ／サイトマップ https://www.city.minato.tokyo.jp/sitemap.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


