
 

 

 

 

平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度    

当麻当麻当麻当麻町公営住宅町公営住宅町公営住宅町公営住宅駅前第２駅前第２駅前第２駅前第２団地団地団地団地買取買取買取買取事業事業事業事業    

 

 

――――    要求水準書要求水準書要求水準書要求水準書    ――――    

 

    

 

 

 

 

 

当麻当麻当麻当麻町町町町    

    

 

 

 

 



平成２８年度当麻町公営住宅駅前第２団地買取事業 

－ 要求水準書 －  

- 1 - 

１．施設計画に関すること 

（１）全体に関する条件 

①関係法令等を遵守すること。 

②各種整備基準、指針の規定を満たすこと。 

③周辺環境に十分配慮した施設計画とすること。 

④建設コストの縮減、ライフサイクルコストの低減と、メンテナンスビリティの向上を図る

こと。 

（２）配置計画 

  ①配置計画に当たっては、周辺環境等に配慮し、風雪害等による影響を与えないよう対策を

十分に講じるとともに、買取公営住宅の管理のし易さを確保しつつ、周辺地域との交流及

び入居者の利便性に配慮した計画とすること。 

②買取公営住宅の住環境について、総合的に検討して事業者が設定すること。 

 

２．要求水準書について 

 特記仕様・要求性能は最小限または基本の条件を示しているので、同等以上の提案を妨げる

ものではないこと。 

 

３．要求水準の確認 

（１）設計図書等 

  ①事業者は、買取公営住宅の設計図、構造計算書、特記仕様書、設計内訳書（以下「設計図 

書等」という。）を買取公営住宅等建設に関する要求水準書及び提案書に従い作成し、そ

の内容について着手前に町の確認を得るものとする。 

  ②事業者は、町の確認後の設計図書等を変更する場合には、事前に町と協議し、確認を得る 

ものとする。 

  ③事業者は、②の変更が事業者の帰責事由によらないものと認められる場合、町に買取価格 

等の変更を求めることができる。 

  

（２）工事の実施状況の確認 

  ①町は、工事が設計図書等に従い遂行されていることの確認のため、各種検査の実施または 

各種の試験および検査の確認を行うことができる。 

②町は、完了検査を行う。また、交付金交付要領に基づき交付金申請を行った場合には、交

付金の適正な執行を確認するため、出来高検査及び完成検査を行うこととし、この完成検

査を完了検査とする。 

  ③事業者は、町の完了確認を受けた後、製本された完成図書等を町に３部提出すること。 

 

４．住宅性能評価 

  ア 住宅の品質の確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）に基づく性能表示を

行うこと。要求性能は、別表により表示している等級とすること。 

  イ 指定住宅性能評価機関より、設計住宅性能評価書の交付を受けること。 
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５．科学物質の室内濃度測定 

   ア 公営住宅等整備基準では、ＶＯＣ検査測定が基準値以上であった場合、入居することが

できない。 

   イ 定められた方法にて室内濃度測定を行うこと。 

   ウ 指定検査機関より、分析結果表を受けること。（必ず町に提出すること。） 

 

６．特記事項等 

特
 

記
 

事
 

項
 

１．地盤の長期許容応力度  ３０ｋN/㎡を想定 

２．住戸設備、熱源等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 暖 房 

② 調 理 

③ 給 湯 

 
 
 
 
④上水道  当麻町 

⑤下水道  当麻町 

・暖房用は灯油とし、調理用は２００Ｖとする。 

・暖房器具(ＦＦ石油ストーブ)は、入居者対応とする。 

・電磁調理器具は、本工事で設置する。 

・給湯は電気温水器または灯油式給湯器とし、本工事で設

置する。 

・これ以外の方法とする場合は、上記方式と比較検討の上

入居者負担が過大とならない提案とすること。 

３．住戸内収納 収納率は居室容積の９％以上とし、数値を明示 

４．通信・光ケーブル ①平成 22 年度当麻町地域情報通信基盤整備事業において、超高速ブロードバ

ンド・地上デジタルテレビ放送再送信システム・ＩＰ告知システムを一体的

に整備 

 （光ケーブル・同軸ケーブル混合ハイブリッド接続方式）－資料３参照 

②インターネット接続モデム等の設置も予想されることから、℡ポート＋ 

コンセント+ＴＶ視聴用ポートの一体型での計画を検討 

５．緊急通報  緊急通報システムの接続が可能な配管を設置 

６．照明設備 居室は引掛けシーリングのみとする 

７．屋外給水設備 ①町道３丁目道路の上水道本管より分岐し、次の２系統に分け供給することを

基本とするが、当麻町の基準による 

②住戸系統 

 直接供給方式等により、各戸に供給することとし、関係法令等に適合させる

こと 

③共用系統 

住戸系統と同様の方式とし、専用メーターを設置して供給をする 

 

８．屋外排水設備 公共下水道公設汚水枡へ接続 

９．共用部分 掲示板、各種メータ、集合郵便受け等、集中管理が適当と判断されるもの 

10．その他 カーテンレール、網戸、表札用フック等、入居者の負担軽減を図るもの 
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別 表 

要求性能要求性能要求性能要求性能    

項       目 公営住宅としての要求性能 

１． 

構造の安定に 

関すること 

１－１ 耐震等級 

（構造躯体の倒壊等防止） 
◎等級１ 

１－２ 耐震等級 

（構造躯体の損傷防止） 
◎等級１ 

１－３ 耐風等級 

（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） 
◎等級１ 

１－４ 耐雪等級 

（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） 
◎等級１ 

１－５ 地盤又は杭の許容支持力等及び 

その設定方法 

 

１－６ 基礎の構造方法及び形式等  

２． 

火災時の安全 

に関すること 

 

２－１ 感知警報装置設置等級 

（自住戸火災時） 

◎等級１ 

 

２－２ 感知警報装置設置等級 

（他住戸等火災時） 

◎等級１ 

 

２－３ 避難安全対策 

（他住戸等火災時、共用廊下） 

（等級２） 

 告示 － ロの cを明示するとき 

２－４ 脱出対策 

   （火災時） 
 

２－５ 耐火等級 

   （延焼のおそれのある部分（開口部）） 

◎等級１ 

 

２－６ 耐火等級 

   （延焼のおそれのある部分（開口部以外）） 

◎等級４ 

 

２－７ 耐火等級 

   （界壁及び界床） 

◎等級４ 

 

３． 

劣化の軽減に 

関すること 

３－１ 劣化対策等級 

   （構造躯体等） 

    

公営住宅等整備基準による 

   

   

４． 

維持管理への

配慮に関する

こと 

４－１ 維持管理対策等級 

（専用配管） 

公営住宅等整備基準による 

  

４－２ 維持管理対策等級 

   （共用配管） 

公営住宅等整備基準による 

  

５． 

温熱環境に関

すること 

５－１ 省エネルギー対策等級 

  

  

公営住宅等整備基準による 

  

  



平成２８年度当麻町公営住宅駅前第２団地買取事業 

－ 要求水準書 －  

- 4 - 

項       目 公営住宅としての要求性能 

６． 

 空気環境に関 

 すること 

６－１ ホルムアルデヒド対策 

   （内装および天井裏等） 

公営住宅等整備基準による 

６－２ 換気対策  

６－３ 室内空気中の科学物質の濃度等 

 

７． 

光・視環境に関

すること 

７－１ 単純開口率  

７－２ 方位別開口比  

８． 

音環境に関す

ること 

８－１ 重量床衝撃音対策 公営住宅等整備基準による 

８－２ 軽量床衝撃音対策 ◎等級１ 

８－３ 透過損失等級 

(界壁) 

◎等級１ 

 

８－４ 透過損失等級 

(外壁開口部) 
公営住宅等整備基準による 

９． 

 高齢者等への

配慮に関する

こと 

９－１ 高齢者等配慮対策等級 

    (専用部分) 
公営住宅等整備基準による 

９－２ 高齢者等配慮対策等級 

    (共用部分) 
公営住宅等整備基準による 
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資料－１ 北海道ユニバーサルデザイン整備指針北海道ユニバーサルデザイン整備指針北海道ユニバーサルデザイン整備指針北海道ユニバーサルデザイン整備指針 

１．整備目標１．整備目標１．整備目標１．整備目標    

整備目標整備目標整備目標整備目標    考え方考え方考え方考え方    

自活性能の向上自活性能の向上自活性能の向上自活性能の向上    
あらかじめバリアを除い

たシンプルなつくり 

なるべく多くの人が安全で安心して暮らせる住宅とするため、特に身体機能

が低下した高齢者や小さな子ども等が安全に暮らせるように配慮し、日常生活

のバリアを取り除き、使いやすいシンプルなつくりとする。 

・住宅内部に段差等のバリアがなく、安全に移動できること 

・シンプルで使いやすい平面計画とすること 

・操作が解りやすく使いやすい住宅設備とすること 

介護性能の向上介護性能の向上介護性能の向上介護性能の向上    
在宅介護にも配慮した暮

らしやすい部屋の広さを

確保 

公営住宅に入居する高齢者が介護を必要とする身体状況になっても同居家

族等による在宅での介護により自立した生活を継続できるよう、日常的な介護

に必要なスペースを確保する。 

・主寝室や便所について介助に支障のない広さを確保すること 

・住戸内や共用部分について車イスでの移動に支障のないこと 

多様性への対応多様性への対応多様性への対応多様性への対応    
多様な住まい方に対応で

きる柔軟性への配慮 

高齢者や子育て世帯など多様な世帯が入居する公営住宅では、世代や世帯人

数が様々であり、入居世帯の家族構成や住まい方に合わせられるよう間取りの

柔軟性を確保する。 

・多様な世帯が暮らしやすい平面計画とすること 

・居室や収納の使い方等の柔軟性を高めること 

 

２．整備指針２．整備指針２．整備指針２．整備指針    

1.1.1.1.住戸部分住戸部分住戸部分住戸部分    

1111----1.1.1.1.住戸部分共通項目住戸部分共通項目住戸部分共通項目住戸部分共通項目    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・身体機能が低下した高齢者や車イス使用者が、安全に住戸内を移動でき、日常動作を行えること 

・子どもから高齢者、車イス使用者まで全ての入居者が、解りやすく使いやすい住宅設備とすること 

・地震発生時の住戸内での被害を抑え、入居者の避難が安全に行えること 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）住戸内段差（１）住戸内段差（１）住戸内段差（１）住戸内段差 

・住戸内に段差を設けない 

（但し、「玄関出入口」、「玄関上がり框」、「バルコニー出入口」、「居室部分の床とその他の床」を除く、「バル

コニー出入口」については 180㎜以下の単純段差、250㎜以下の単純段差+手すり、180㎜以下のまたぎ段

差+手すり） 

…住宅性能表示制度等級３により規定（以下、「等級３」とする） 

「居室部分の床とその他の床」300㎜以上 450㎜以下 …等級３ 

（２）主要住戸内通路（２）主要住戸内通路（２）主要住戸内通路（２）主要住戸内通路※１ （※１ 主寝室、居間、便所、玄関を結ぶ通路） 

・有効幅員 1,200㎜以上（但し、車イスでの移動に支障がないと判断できる場合は 850㎜以上とすることも可） 

（３）主要住戸内通路出入口建具 

・有効開口幅員 850 ㎜以上（但し、車イスでの移動に支障がないと判断できる場合は 800 ㎜以上とすること

も可） 

（４）手すり（４）手すり（４）手すり（４）手すり 

・浴室   浴槽内での姿勢保持・立ち上がり用を設置 

      浴室出入口用は設置準備（下地等） 

      浴室出入り用を設置 …等級３ 

・便所   立ち座り補助用を設置 …等級３ 

・玄関   靴等の着脱用を設置（設置準備も可） …等級３ 

・脱衣室  衣服の着脱用を設置（設置準備も可） …等級３ 

・転落防止 各部位に応じた基準に基づき設置 …等級３ 

（５）住宅設備（５）住宅設備（５）住宅設備（５）住宅設備 

・電気スイッチ ワイドスイッチとし、スイッチ中心部を床から１ｍ程度の高さに設置 

・台所及び洗面水栓 シングルレバーとする 

・インターホン 設置する 

・家具の設置を想定する壁及び天井は入居者による家具転倒防止対策が可能なつくりとする 
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＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞ 

（６）主要住戸内通路出入口建具（６）主要住戸内通路出入口建具（６）主要住戸内通路出入口建具（６）主要住戸内通路出入口建具 

・引き戸とし、操作しやすい手がかり形状とする 

（７）避難経路の安全確保（７）避難経路の安全確保（７）避難経路の安全確保（７）避難経路の安全確保 

・主寝室から玄関までの避難経路に高さのある家具を配置しないよう計画する 

1111----2.2.2.2.玄関・ホール玄関・ホール玄関・ホール玄関・ホール    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・身体機能が低下した高齢者や車イス使用者が、安全に移動し動作を行えること 

・ベビーカー・シルバーカーを、容易に使用できること 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）玄関戸（１）玄関戸（１）玄関戸（１）玄関戸 

・有効開口幅員 850 ㎜以上（但し、車イスでの移動に支障がないと判断できる場合は 800 ㎜以上とすること

も可） 

（２）ホール（２）ホール（２）ホール（２）ホール 

・有効幅員 1,200㎜以上、奥行 1,500㎜以上 

（但し、建具の開放等で車イス等の使用(移動・転回)に支障のないと判断できる場合は有効幅員・奥行以下と

することも可） 

（３）住戸出入口段差（３）住戸出入口段差（３）住戸出入口段差（３）住戸出入口段差 

・くつずりと玄関外側の高低差を 20㎜以下、かつくつずりと玄関土間の高低差を 5㎜以下 …等級３ 

（４）住戸玄関外部段差（４）住戸玄関外部段差（４）住戸玄関外部段差（４）住戸玄関外部段差※２ （※２ 共用部分のない住棟における住戸玄関部分、玄関ポーチ部分等の段差） 

・最小限の段差とする 

（５）インターホン（５）インターホン（５）インターホン（５）インターホン（再掲） 

・設置する 

＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞ 

（６）住戸出入口段差（６）住戸出入口段差（６）住戸出入口段差（６）住戸出入口段差 

・段差を設けない 

（７）玄関上がり框の段差（７）玄関上がり框の段差（７）玄関上がり框の段差（７）玄関上がり框の段差 

・20㎜以下とする 

（８）住戸玄関外部段差（８）住戸玄関外部段差（８）住戸玄関外部段差（８）住戸玄関外部段差 

・段差を設けない 

（９）イス設置スペース（９）イス設置スペース（９）イス設置スペース（９）イス設置スペース 

・靴履替用イスの設置スペースを確保する 

1111----3.3.3.3.便所便所便所便所    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・子どもから高齢者、車イス使用者まで全ての入居者が、安全に使用できること 

・子どもの付き添いや身体機能が低下した高齢者の介助が容易に行えること 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）介助空間の確保（１）介助空間の確保（１）介助空間の確保（１）介助空間の確保 

・便器前方 1,000㎜程度、便器後方 600㎜程度を確保（ともに建具の開放・取外しによる確保も可） 

（２）手すり（２）手すり（２）手すり（２）手すり（再掲） 

・立ち座りの補助用手すりを設置 …等級３ 

＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞ 

（３）便所間仕切り壁（３）便所間仕切り壁（３）便所間仕切り壁（３）便所間仕切り壁 

・脱衣室との間仕切り壁を取り外し可能とする 

1111----4.4.4.4.浴室浴室浴室浴室    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・子どもから高齢者まで、安全に使用できること 

・子どもの付き添いや身体機能が低下した高齢者のシャワー使用が支障無く行えること 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）広さ（ユニットバスサイズ）（１）広さ（ユニットバスサイズ）（１）広さ（ユニットバスサイズ）（１）広さ（ユニットバスサイズ） 

・内法で短辺 1,200㎜以上かつ長辺 1,600㎜以上（1216サイズ） 

（２）手すり（２）手すり（２）手すり（２）手すり（再掲） 

・浴槽内での姿勢保持・立ち上がり用の手すりを設置 

・浴室出入口に手すりを設置準備 

・浴槽出入り用を設置 …等級３ 
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（３）浴室出入口（３）浴室出入口（３）浴室出入口（３）浴室出入口 

・段差のないこと 

・有効開口幅員 650㎜程度 

（４）浴室水栓（４）浴室水栓（４）浴室水栓（４）浴室水栓 

・温度調節付混合水栓とする 

＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞ 

（５）浴室出入口建具（５）浴室出入口建具（５）浴室出入口建具（５）浴室出入口建具 

・引き戸とする 

1111----5.5.5.5.洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・身体機能が低下した高齢者や車イス使用者が、安全に使用でき、浴室や便所への移動に支障がないこと 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）広さ（１）広さ（１）広さ（１）広さ 

・有効内法寸法 1,200㎜以上（但し、車イスの使用等に支障がない場合は 850㎜以上とする） 

（２）洗面台水栓（２）洗面台水栓（２）洗面台水栓（２）洗面台水栓（再掲） 

・シングルレバーとする 

（３）手すり（３）手すり（３）手すり（３）手すり（再掲） 

・衣服着脱用手すりを設置（設置準備も可） …等級３ 

＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞ 

（４）洗面台（４）洗面台（４）洗面台（４）洗面台 

・座って使用できるように洗面台下部を開放できる仕様とする 

1111----6.6.6.6.主寝室主寝室主寝室主寝室    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・在宅介護を想定した広さを確保すること 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）室内寸法（１）室内寸法（１）室内寸法（１）室内寸法 

・室内有効寸法 3,500㎜以上×2,850㎜以上 

（但し、隣室との建具の開放等により一体的に使用可能で、主寝室にベッド２台を設置し必要な介助スペース

が確保できれば可） 

（２）家具転倒防止（２）家具転倒防止（２）家具転倒防止（２）家具転倒防止（再掲） 

・家具の設置を想定する壁及び天井は入居者による家具転倒防止対策が可能なつくりとする 

＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞ 

（３）床（３）床（３）床（３）床 

・ベッド設置に適する洋室とする 

1111----7.7.7.7.居間・食事室・台所居間・食事室・台所居間・食事室・台所居間・食事室・台所    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・身体機能が低下した高齢者や車イス使用者が、安全に日常動作を行えること 

・様々な生活様式に対応できるように、使いやすい平面計画とすること 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）平面計画（１）平面計画（１）平面計画（１）平面計画 

・家具配置等、様々な生活様式に対応できるよう居間・食事室・台所を一体的に計画し使いやすい平面計画と

する 

（２）台所水栓（２）台所水栓（２）台所水栓（２）台所水栓（再掲） 

・シングルレバーとする 

（３）家具転倒防止（３）家具転倒防止（３）家具転倒防止（３）家具転倒防止（再掲） 

・家具の設置を想定する壁及び天井は入居者による家具転倒防止対策が可能なつくりとする 

＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞ 

（４）建具（４）建具（４）建具（４）建具 

・居間と隣接する部屋との間は開放可能な建具とする 

（５）台所流し台（５）台所流し台（５）台所流し台（５）台所流し台 

・座って使用できるよう流し台下部を開放できる仕様とする 

1111----8.8.8.8.収納収納収納収納    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・入居世帯の家族構成や収納量等に柔軟に対応できるよう配慮すること 

・身体機能が低下した高齢者や車イス使用者が、安全に使用できること 
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整備内容整備内容整備内容整備内容 

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）収納寸法等（１）収納寸法等（１）収納寸法等（１）収納寸法等 

・日常の使い勝手に配慮した広さ、形状で計画する 

・主寝室の収納奥行は布団が３枚折で収納できる有効 750㎜程度を確保する 

＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞ 

（２）建具（２）建具（２）建具（２）建具 

・建具を設置する場合は、身体状況にかかわらず使用しやすい建具とする 

・収納量の変更や家具設置等、多様な使い方に対応できるよう取り外し可能な建具や壁等で計画する 

 

2.2.2.2.共用部分共用部分共用部分共用部分    

2222----1.1.1.1.共用部分共通項目共用部分共通項目共用部分共通項目共用部分共通項目    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・子どもから高齢者、車イス使用者まで全ての利用者が、安全・安心に生活できること 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）主要動線（１）主要動線（１）主要動線（１）主要動線※３ （※３ 各住戸玄関から外周道路、または団地駐車場への主となる動線） 

・段差を設けない（２階建住棟の共用階段を除く） 

（なお、長屋形式あるいは平屋建の住棟で共用廊下・雁木等を設けずに住戸玄関が直接外部空間に接続する場

合の住戸玄関前の段差については、「1-2.玄関・ホール（４）住戸玄関外部段差」規定により最小限の段差

とする） 

・滑りにくい床仕上げとする 

＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞ 

（２）防犯（２）防犯（２）防犯（２）防犯 

・見通しを確保し死角をつくらない 

2222----2.2.2.2.共用廊下共用廊下共用廊下共用廊下    

＜基＜基＜基＜基本的な考え方＞本的な考え方＞本的な考え方＞本的な考え方＞ 

・子どもから高齢者、車イス使用者まで全ての利用者が、安全・安心に移動できること 

・車イス使用者と歩行者が安全にすれ違いできること 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）幅員（１）幅員（１）幅員（１）幅員 

・手すり内法有効幅員 1,200㎜以上 

（２）高低差（２）高低差（２）高低差（２）高低差 

・段差を設けない …等級３ 

・廊下に高低差がある場合は 1/20 以下の傾斜路を設置 

（３）手すり（３）手すり（３）手すり（３）手すり 

・少なくとも片側に手すりを連続して設置 …等級３ 

＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞ 

（４）幅員・アルコーブ（４）幅員・アルコーブ（４）幅員・アルコーブ（４）幅員・アルコーブ 

・住戸玄関前にアルコーブを設ける（手すり内法有効幅員は 1,200㎜以上を確保） 

・住戸玄関前にアルコーブを設けない場合は、手すり内法有効幅員を 1,400㎜以上 

（５）防犯（５）防犯（５）防犯（５）防犯 

・防犯に配慮し明るさを確保する 

2222----3.3.3.3.共用玄関共用玄関共用玄関共用玄関    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・子どもから高齢者、車イス使用者まで全ての利用者が、安全・安心に移動できること 

・子どもから高齢者、車イス使用者まで全ての利用者が、解りやすく使いやすい設備とすること 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）共用玄関（１）共用玄関（１）共用玄関（１）共用玄関 

・主となる共用玄関戸は引き戸とし、有効開口幅は 900㎜以上とする 

・段差を設けない 

（２）郵便受・掲示板・階数表示（２）郵便受・掲示板・階数表示（２）郵便受・掲示板・階数表示（２）郵便受・掲示板・階数表示 

・郵便受  車イス使用者が使用できる高さとする 

・掲示板  主要動線に設置し十分なサイズとする 

      車イス使用者が見やすい高さに設置する 

・階数表示 高齢者や子ども、車イス使用者が見やすい位置に設置する 
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      高齢者や子どもがわかりやすい表示とする 

＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞ 

（３）共用玄関戸（３）共用玄関戸（３）共用玄関戸（３）共用玄関戸 

・主となる有効開口幅を 1,200㎜以上とする 

2222----4.4.4.4.共用階段共用階段共用階段共用階段    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・子どもから高齢者まで安全に昇降できること 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）幅員（１）幅員（１）幅員（１）幅員 

・手すり内法有効幅員 1,200㎜以上 

（２）構造（２）構造（２）構造（２）構造 

・勾配等  踏面 240㎜以上、550㎜≦2R+T≦650㎜（R：けあげ高さ、T：踏面長さ） …等級３ 

・蹴込み  30㎜以下 …等級３ 

・形式等  通路等への食い込み、突出なし …等級３ 

・滑り止め 踏面と同一面とし段差が生じないこと 

・段鼻   設けない 

（３）手すり（３）手すり（３）手すり（３）手すり 

・両側に設置（端部を水平 200㎜以上伸ばし曲げる） 

2222----5.5.5.5.エレベーターエレベーターエレベーターエレベーター    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・子どもから高齢者、車イス使用者まで全ての利用者が、安全・安心に移動できること 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）エレベーター（ＥＶ）出入口（１）エレベーター（ＥＶ）出入口（１）エレベーター（ＥＶ）出入口（１）エレベーター（ＥＶ）出入口 

・開口幅 800㎜以上 …等級３ 

（２）ＥＶホール（２）ＥＶホール（２）ＥＶホール（２）ＥＶホール 

・1,500㎜×1,500㎜以上 …等級３ 

（３）住棟出入口からＥＶホールへの通路（３）住棟出入口からＥＶホールへの通路（３）住棟出入口からＥＶホールへの通路（３）住棟出入口からＥＶホールへの通路 

・段差を設けない、高低差が生じる場合は 1/20 以下の傾斜路とする 

＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞＜配慮事項＞ 

（４）ＥＶカゴ（４）ＥＶカゴ（４）ＥＶカゴ（４）ＥＶカゴ 

・奥行 1,350㎜×開口 800㎜以上 

・ＥＶ扉に窓を設置 

・ＥＶ扉の反対側壁面に鏡を設置 

・ストレッチャーの出し入れが可能な仕様とする 

2222----6.6.6.6.外部通路外部通路外部通路外部通路    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞ 

・子どもから高齢者、車イス使用者まで全ての利用者が、共用玄関から外周道路・団地駐車場まで安全・安心に移

動できること 

整備内容整備内容整備内容整備内容    

＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞＜基礎事項＞ 

（１）主要外部通路（１）主要外部通路（１）主要外部通路（１）主要外部通路※４ （※４ 主要動線となる通路、各住戸玄関から外周道路、または団地駐車場への主となる外部通路） 

・有効幅員 2,000㎜以上 

・段差を設けない 

・敷地に高低差がある場合は、原則 1/20 以下のスロープとする（1/20 を越える場合は手すりを設置） 

・除雪しやすい計画とする 

（２）排水溝（２）排水溝（２）排水溝（２）排水溝 

・車イスやベビーカーのタイヤ等が入り込まない安全な仕様とする 
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資料－２ 北海道環境共生型公共賃貸住宅整備指針北海道環境共生型公共賃貸住宅整備指針北海道環境共生型公共賃貸住宅整備指針北海道環境共生型公共賃貸住宅整備指針 

１．理念と目標１．理念と目標１．理念と目標１．理念と目標    

■基本理念■基本理念■基本理念■基本理念    「北国らしい高性能で潤いのある住まいづくり」 

■基本目標■基本目標■基本目標■基本目標    

環境、省エネ、防災に対応する良質な住宅ストックを構築する。 

地球の特性と自然環境を活かした豊かな居住環境を形成する。 

いきいきとした少子高齢化社会を支える安全で快適な居住環境を実現する。 

■整備目標■整備目標■整備目標■整備目標    
環境共生型公共賃貸住宅における具体的整備を進めるため、次の３つを整備目標として推進を図り

ます。 

 

２．整備目標２．整備目標２．整備目標２．整備目標    

1.1.1.1.暖房エネルギーの低減暖房エネルギーの低減暖房エネルギーの低減暖房エネルギーの低減    

・環境共生型次世代省エネルギー基準を設定し、平成４年省エネ対応基準の公共賃貸住宅より年間暖房負荷を 25％

削減する。 

・北海道の住宅で構築された高断熱・高気密化の技術により、次世代省エネ基準より厳しい基準帯の実践・普及に

より、年間暖房の負荷の削減、及び LCCO2※１の低減を積極的に推進する。 
※１ LCCO

2

とは建築に起因する CO
2

排出量を算出するため、建築寿命 1 年当たり CO
2

排出量を評価する手法のこと。

LifeCycle CO
2

の略 

2.LCCO2.LCCO2.LCCO2.LCCO
2

22

2

低減低減低減低減    

・環境共生型次世代省エネルギー基準を設定し、普及することにより LCCO
2

を低減する。 

１）環境共生型公共賃貸住宅は、次世代省エネルギー基準をクリアーするとともに、性能基準を定めることによ

り、旧省エネ 35 年タイプ（旧省エネ公共賃貸住宅：1990 年時、耐用年数 35 年）に比べて LCCO
2

（㎏/年･

㎡）を約 20％低減と推計できる。 

２）年度別 LCCO
2

（㎏/年･㎡）を検証すると、2010 年の LCCO
2

は、1990 年の LCCO
2

（㎏/年･㎡）に比べて、

約 21％削減できると予想される。 

３）平成 13 年～17 年八期五箇年の予定戸数を供給し、それ以降も同じ計画の戸数が供給されると仮定した場合、

2010 年においては未対応の公営住宅と比較した LCCO
2

は 5.8％を削減できると予想できる。 

3.3.3.3.調和のある暮らしの実現調和のある暮らしの実現調和のある暮らしの実現調和のある暮らしの実現    

・自然エネルギーを利用したパッシブ化※２の推進 

・緑化の推進 

・冬季の除排雪システムの効率化と団地形成 

・生活ゴミの分別化と資源リサイクルの実践 
※２ パッシブ化とは、集熱及び熱の移動に機械的なシステムを使わず、放射、伝導自然対流といった自然の現象によって

行われることである。例として日射取得熱の積極的な利用やパッシブ換気システムがある。 

【【【【A環境共生性能項目】環境共生性能項目】環境共生性能項目】環境共生性能項目】 

この項目は、住宅性能に関する項目で、エネルギーや CO
2

の環境負荷を低減するため、断熱・気密・耐久性の

性能に関わる項目等を設定し、一層の省エネ・耐久性向上を進める。 

【【【【B建築計画項目】建築計画項目】建築計画項目】建築計画項目】 

この項目は、住まい方・居住環境に関する項目で、快適な居住空間とコミュニティ形成をはかる共用空間や周

辺環境との調和に関わる項目を設定し、建築計画を進める。 

【【【【C設計計画項目】設計計画項目】設計計画項目】設計計画項目】 

この項目は、運用エネルギーを低減する項目で、メンテナンスの効率化や室内空気環境の保全と省エネ、自然

エネルギーの利用の項目を設定し、設備計画を進める。 

【【【【Dバリアフリー対応項目】バリアフリー対応項目】バリアフリー対応項目】バリアフリー対応項目】 

この項目は、高齢者等への配慮に関する項目で、幼児、高齢者及び障がい者などの安全性を確保するための項

目を設定し、バリアフリー化を進める。 

【【【【E外構計画対応項目】外構計画対応項目】外構計画対応項目】外構計画対応項目】 

この項目は、敷地と周辺環境に配慮する項目で、地域特性や周辺環境との調和や緑や土・水などの資源を活用

し、自然環境に関わる項目を設定し、外構計画を進める。 

【【【【F住民参加対応項目】住民参加対応項目】住民参加対応項目】住民参加対応項目】 

この項目は、住民の自主的な維持管理を促進する項目で、住み手の意識や理解を深めるしくみと、つくり手の

役割を示す項目を設定し、住民参加を進める。 

【【【【G資源活用対応項目】資源活用対応項目】資源活用対応項目】資源活用対応項目】 

この項目は、資源の活用やリサイクルに関する項目で、建設解体時における廃棄物のリサイクルの取り組みや

生活・資源ゴミの分別収集スペースの設置に関する項目を設定し、資源の有効活用を進める。 
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資料－３

当麻町　公営住宅建設に伴うテレビ（通信）配線の仕様

１．引込線の引留（入線）位置

　　　・電力、電話の引留位置の近傍が景観上を考慮すると望ましいです。

　　　・宅内のケーブルを入線口から約１mほど引き出し、丸めた状態でテーピングして下さい。

　　　　引込線を敷設する際工事会社様が、適度な長さに切り詰め、保安器と接続します。

　　　・引留（入線）位置は、落雪による損傷を受けにくい所と、引込線が他人の土地に入り込

　　　　まないよう留意し決定して下さい。

２．宅内の配線系統

　　　・一般的に上下階を1系統で通線する送り配線方式と、系統の上段側で分配する分配配線方式

　　　　がありますが、必ず分配配線方式で施工して下さい。

      ・同軸ケーブルは、機器および端子の途中で中継接続しないで下さい。

　　　・同軸ケーブルを館内の壁面に固定する場合は、必ずケーブルサドルを使用してください。

　　　　ステップルでの固定は障害の原因となる場合があるため、避けてください。

３．ブースターの設置

　　　・ブースターはCATV対応の双方向タイプを設置します。端子数によってブースターの出力は適宜選

　　　　択が必要です。

　　　・機器収納ボックス（プラボックス）の設置場所は、レベル調整や緊急点検作業が発生した場合の

　　　　事を考慮して館内の通路等に設置して頂くことで、作業性が向上します。入居者様宅の天井裏へ

　　　　の設置は絶対に避けて下さい。

４．線名札表示

　　　・ブースター機器および分配器に接続されている同軸ケーブルには線名札を取り付け、部屋番号

　　　　と室内形式（居間・和室など）を記入して下さい。

５．仕様機材

　　　・分配器：亜鉛ダイキャスト筐体のものを使用してください。コネクタ形状はF型です。

　　　　　　　　　ブースター出力から接続される主幹系統には、上り帯域カットフィルタースイッチ付きを

　　　　　　　　　使用して下さい。

　　　・壁端子：上り帯域カットフィルタースイッチ付きのものを使用して下さい。

　　ＩＰ防災端末の設置場所など施設によって決定されている場合は、設計当初からケーブルモデムの

　　設置場所を考慮することで同軸ケーブルの露出部分を少なくすることが可能です。　
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使用機器 メーカー・型番（例）
宅内ケーブル S5CFB　（マスプロ）

双方向ﾌﾞｰｽﾀｰ 出力105dB （双方向）　77A38A2
※１ 出力110dB （双方向）  77A40A5 

（ともにマスプロ）

４分配器 A   4SPF-FSWT  
     (上り帯域ｶｯﾄﾌｨﾙﾀｰｽｲｯﾁ付き)
B  4SPFA
        （A、Ｂともマスプロ）

2分配型壁端子 2DSKT-FSW
（マスプロ）
上り帯域ｶｯﾄﾌｨﾙﾀｰｽｲｯﾁ付き

当麻町　公営住宅のテレビ（通信）系統図　〔例〕

※１　①出力は施設規模に応じて機種選定が必要。分配・配線規模により減推量が異なります。②地上デジタル放送信号の壁面端子レベルはＣＡＴＶ技術協会により57～81ｄＢμv
が推奨値。これは壁面端子とテレビ（チューナー)間に、レコーダー等の機器を接続しても対応できるレベルです。③保安器出力は、65～78ｄＢμv程度で出力されます。

保安器

共用電源
  100V

2F2F2F2F

1F1F1F1F

引込線

双方向
ﾌﾞｰｽﾀｰ

2分配型壁端子

4分配器　A

4分配器　B

プラボックス

各同軸ｹｰﾌﾞﾙに線名札を付ける

ブースター SW付4分配器 4分配器 SW付壁端子

※写真はイメージです

※壁端子数は任意です

責任境界点は保安器の出力端子
入力 出力

保安器

テレビ

STB

ｹｰﾌﾞﾙﾓﾃﾞﾑ告知端末

ﾙｰ

旭川ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞの
多ﾁｬﾝﾈﾙおよびｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄの有料ｻｰﾋﾞｽに加入
することが可能です

パソコン

テレビ
ｹｰﾌﾞﾙﾓﾃﾞﾑと告知端末を
接続する壁端子のみ
ｽｲｯﾁを双方向に切替える

1Fへ 2Fへ

配管の設置

 


