
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
7 適合
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
8 適合
9 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
10 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
11 適合
12 適合
13 適合
14 適合
15 適合
16 適合
17 適合
18 適合
19 適合
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
20 適合
21 適合
22 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）
23 適合
24 適合
25 適合
26 適合
27 適合
28 適合
29 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）
30 適合
31 適合
32 適合
33 適合
34 適合

アクセスの多いウェブページ
35 適合
36 適合
37 適合

高齢者・障害者にとって重要なウェブページ
38 適合
39 適合
40 適合

港区公式ホームページ／障害者総合支援法とは http://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/jiritsu/jiritsushien.html

港区公式ホームページ／障害者防災⽤品あっせん事業 http://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/nichijosekatsu/assen.html

港区公式ホームページ／デイサービスセンター 新橋さくらの園（社会福祉法人） http://www.city.minato.tokyo.jp/shisetsu/fukushi/k-zaitaku/10.html

港区公式ホームページ／組織案内 http://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/gaiyo/soshiki/index.html

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

港区公式ホームページ／インターネットマナー知ってる︖ http://www.city.minato.tokyo.jp/kyouikucenter/kodomo/kids/manners.html

港区公式ホームページ／区⺠の声（区政へのご意⾒・ご提案）の受付 http://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/kuseiken/index.html

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

港区公式ホームページ／東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 http://www.city.minato.tokyo.jp/kikaku/kikaku/tokyo2020.html
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港区公式ホームページ／港区政策創造研究所について http://www.city.minato.tokyo.jp/seisakukenkyu/minatokuseisakusouzoukenkyujosyokai.html

港区公式ホームページ／防災・生活安全 http://www.city.minato.tokyo.jp/bosai-anzen/index.html

港区公式ホームページ／トップページ http://www.city.minato.tokyo.jp/smartphone/index.html
港区公式ホームページ／港区へようこそ http://www.city.minato.tokyo.jp/smartphone/yokoso/index.html
港区公式ホームページ／イベント情報 http://www.city.minato.tokyo.jp/smartphone/event/index.html

港区公式ホームページ／高齢者・介護 http://www.city.minato.tokyo.jp/koureifukushi/index/index.html
港区公式ホームページ／障害者 http://www.city.minato.tokyo.jp/shougaifukushi/index/index.html

港区公式ホームページ／健康・福祉 http://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/index.html
港区公式ホームページ／区政情報 http://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/index.html
港区公式ホームページ／子ども・子育て http://www.city.minato.tokyo.jp/kosodatesien/kosodate/index.html

港区公式ホームページ／港区のできごと http://www.city.minato.tokyo.jp/houdou/kuse/koho/dekigoto/index.html

港区公式ホームページ／（仮称）港区子ども家庭総合支援センター（児童相談所他2施設・平成33年4⽉開設予定） http://www.city.minato.tokyo.jp/jidousoudanjunbitan/kodomokateisougoushiensenta-.html

港区公式ホームページ／港区への寄付のご案内（港区版ふるさと納税について） http://www.city.minato.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/kifu/kuhenokihu.html

港区公式ホームページ／障害者差別解消法啓発講演会 誰もが自分らしく輝いて生きるまち http://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/2014ichiran/k-sabetsukaishou.html

港区公式ホームページ／砂場や広場等における放射線量の測定結果について http://www.city.minato.tokyo.jp/shinsaitaisakutan/bosai-anzen/shinsai/hoshano/sunaba.html

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

港区公式ホームページ／港区コールセンター みなとコールお問い合わせフォーム https://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/iken/form.html

港区公式ホームページ／防災情報メールの配信（災害情報を電子メールでお知らせします） http://www.city.minato.tokyo.jp/bousai/bosai-anzen/bosai/saigai/mail.html

港区公式ホームページ／マイページの使い方 http://www.city.minato.tokyo.jp/mypage/index.html
港区公式ホームページ／港区オープンデータの公開 http://www.city.minato.tokyo.jp/ictsuishintan/opendata/index2.html

港区公式ホームページ／みなと家族物語。港区の連携都市に⾏ってみよう︕ http://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/koho/yokoso/renkeitoshi/index.html

港区公式ホームページ／「ウェルカムTOKYOスポーツフェス2018in港区」を開催しました http://www.city.minato.tokyo.jp/oriparatan/welcome_tokyo_sports_fes_in_minato.html

港区公式ホームページ／芝保育園 http://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/hoikuen/12/index.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 http://www.city.minato.tokyo.jp/seikatsuanzen/bosai-anzen/sekatsuanzen/oshirase/mail.html

港区公式ホームページ／コミュニティバス「ちぃばす」の紹介 http://www.city.minato.tokyo.jp/koutsuutaisaku/kankyo-machi/kotsu/bus/community-bus.html

港区公式ホームページ／みなと子ども相談ねっと http://www.city.minato.tokyo.jp/kodomosoudan/20140610.html

港区公式ホームページ／港区自転⾞シェアリング実証実験の紹介 http://www.city.minato.tokyo.jp/koutsuutaisaku/sharing.html

港区公式ホームページ／港区暮らしのガイド2018の全⼾配布をしています http://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/kuse/koho/hakko/zenkohaihu2018.html

港区公式ホームページ／港区バリアフリーマップ http://www.city.minato.tokyo.jp/hofukukanri/kenko/fukushi/shogaisha/hibakusha/bf-townmap.html

港区公式ホームページ／休日診療・⼩児初期救急診療 http://www.city.minato.tokyo.jp/hokenyobou/kenko/kenko/kyujitsu.html

港区公式ホームページ／給与支払報告書（総括表・個人別明細書・普通徴収切替理由書） http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kyuyo.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


