
高齢者福祉施設の安全性評価ガイド 
 
第 1 趣旨 
 この評価ガイドは、高齢者が生活する空間での安全性の水準を比較する尺度を設けることにより、より安全な居住空間を選ぶ際の指針を与えると

ともに、より安全な空間を提供しようとしている事業者に対し、努力目標を示すことを目指して、策定された。 
 
第 2 適用範囲 
 この評価ガイドは、高齢者が生活する空間を有する建築物について適用する。 
 
第 3 用語の定義 
 １．このガイドにおいて「構造躯体」とは、建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 1 条第 3 号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。 
 ２．このガイドにおいて「構造躯体等」とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては構造躯体およびそれと一体と

してつくられた鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造の部分をいい、それ以外の建築物にあっては構造躯体という。 
 ３．このガイドにおいて、「評価対象住戸」とは、住宅の品質確保に関する法律（平成 11 年法律第 31 号。以下「品確法」という。）に基づく住

宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅又は共同住宅のうち住宅性能評価の対象となる一の住戸をいう。 
 ４．このガイドにおいて「他住戸等」とは、評価対象住戸以外の住戸その他の室（評価対象住戸と一体となって使用される室を除く。）をいう。 
 ５．このガイドにおいて「多雪区域」とは、建築基準法施行令第 86 条第 2 項に規定する多雪区域をいう。 
 ６．このガイドにおいて「避難階」とは、建築基準法施行令第 113 条の３第 1 号に規定する避難階をいう。 
 ７．このガイドにおいて「特定測定物質」とは、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンをいう。 
 ８．このガイドにおいて「同一階等」とは、評価対象住戸が存する階及びその直下の階をいう。 
 ９．このガイドにおいて「評価対象建築物」とは、評価対象住戸を含む建築物をいう。 
 10．このガイドにおいて「特定建材」とは、評価方法基準（平成 13 年国土交通省告示第 1347 号）第 5 の６－１(2）イ②に規定する特定建材を

いう。 
 11．このガイドにおいて「内装」とは、建築基準法施行令第 20 条の５第１項第３号に規定する内装をいう。 
 12 このガイドにおいて「天井裏等」とは、天井裏、床裏、壁、物置その他これらに類する住宅の部分をいう。 
 
第４ 評価する事項等 
１．評価すべき事項は、別表の（い）項に掲げるものとする。 



２．評価する内容は、別表の（い）項に掲げる評価すべき事項に応じ、（ろ）項に掲げるものとする。 
３．評価等級は、別表の（い）項に掲げる評価すべき事項に応じ、（に）項の基準に基づいて、（は）項の等級を与えるものとする。 

 
第５ 評価の方法 
 １．日本住宅性能表示基準（平成 13 年国土交通省告示第 1346 号）に規定のある事項（別表の（ほ）項に○のあるもの）については、国土交通

省の定める評価方法基準（平成 13 年国土交通省告示第 1347 号）による。 
 ２．別表の（ほ）項に●のある項目については、別途に定める細則による。 
 
第６ 遵守事項 
 本ガイドに従って、建築物の安全性を評価する場合には、次の事項を遵守しなければならない。 

１．新築又は既存建築物を改修したものであるかの別を明示すること。 
２．評価する内容が、本ガイドに従って評価をおこなったものであること、評価する内容が評価した時点におけるものに過ぎないことを明記する

ことにより、評価の結果について誤解を招くことが無いように配慮すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表１ 評価すべき事項等 
 （い） （ろ） （は） （に） （ほ） 

評価区分 評価項目 評価する内容 評価等級 評価の基準  

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） 

構造躯体の倒壊等防

止性能 
等級３ 免震建築物であるか、又は、極めて希に（数百年に一度程度）発生

する地震による力（建築基準法施行令第 88 条第３項に定めるもの）

の 1.5 倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 

○ 

等級２ 極めて希に（数百年に一度程度）発生する地震による力（建築基準

法施行令第 88 条第３項に定めるもの）の 1.25 倍の力に対して倒壊、

崩壊等しない程度 
等級１ 極めて希に（数百年に一度程度）発生する地震による力（建築基準

法施行令第 88 条第３項に定めるもの）の力に対して倒壊、崩壊等

しない程度 
１－２ 
耐震等級（構造躯体の

損傷防止） 

構造躯体の損傷防止

性能 
等級３ 免震建築物であるか、又は、希に（数十年に一度程度）発生する地

震による力（建築基準法施行令第 88 条第２項に定めるもの）の 1.5
倍の力に対して損傷を生じない程度 

○ 

等級２ 希に（数十年に一度程度）発生する地震による力（建築基準法施行

令第 88 条第２項に定めるもの）の 1.25 倍の力に対して損傷を生じ

ない程度 
等級１ 希に（数十年に一度程度）発生する地震による力（建築基準法施行

令第 88 条第２項に定めるもの）の力に対して損傷を生じない程度 
１－３ 
その他（地震に対する

構造躯体の損傷防止） 

評価対象建築物が免

震建築物であるか否

か 

等級 2 免震建築物であることの証明がある。 ○ 

等級 1 
 

免震建築物であることの証明がない。  

１－４ 
耐風等級（構造躯体の

倒壊等防止及び損傷

防止） 

暴風に対する構造躯

体の倒壊、崩壊等のし

にくさ及び構造躯体

の損傷（大規模な 

等級２ 極めて希に（500 年に一度程度）発生する暴風による力（建築基準

法施行令第 87条に定めるものの 1.6倍）の 1.2倍の力に対して倒壊、

崩壊等をせず、希に（50 年に一度程度）発生する暴風による力（同

条に定めるもの）の 1.2 倍の力に対して損傷を生じない程度 

○ 



  修復工事を要する程

度の著しい損傷）の生

じにくさ 

等級１ 極めて希に（500 年に一度程度）発生する暴風による力（建築基準

法施行令第 87 条に定めるものの 1.6 倍）に対して倒壊、崩壊等をせ

ず、希に（50 年に一度程度）発生する暴風による力（同条に定める

もの）に対して損傷を生じない程度 

 

１－５ 
耐積雪等級（構造躯体

の倒壊等防止及び損

傷防止） 
 

屋根の積雪に対する

構造躯体の倒壊、崩壊

等のしにくさ及び構

造躯体の損傷（大規模

な修復工事を要する

程度の著しい損傷）の

生じにくさ 

等級 2 建築基準法施行令第８６条第２項で規定された多雪地域に当該建築

物が存することがない。 
又は、極めて希に（500 年に一度程度）発生する積雪による力（建

築基準法施行令第 86 条に定めるものの 1.4 倍）の 1.2 倍の力に対し

て倒壊、崩壊等をせず、希に（50 年に一度程度）発生する積雪によ

る力（同条に定めるもの）の 1.2 倍の力に対して損傷を生じない程

度 

○ 

等級 1 極めて希に（500 年に一度程度）発生する積雪による力（建築基準

法施行令第 86 条に定めるものの 1.4 倍）に対して倒壊、崩壊等をせ

ず、希に（50 年に一度程度）発生する積雪による力（同条に定める

もの）に対して損傷を生じない程度 
１－６ 
地盤又は杭の許容支

持力等及びその設定

方法 

地盤又は杭に見込ん

でいる常時作用する

荷重に対し抵抗し得

る力の大きさ及び地

盤に見込んでいる抵

抗しうる力の算定根

拠になった方法の適

切さ 

等級１ 適切に算定されている。 ○ 
等級０ 算定方法又は算定結果が適切でない。 

１－７基礎の構造方

法及び形式等 
直接基礎にあっては

基礎の構造方法及び

形式、杭基礎にあって

杭種、杭径（単位を cm 

等級 2 明らかである。 ○ 

等級 1 明らかでない。 



  とし、整数未満の端数

を切り捨てる。）及び

杭長（単位を m とし、

整数未満の端数を切

り捨てる。）が明らか

であること 

   

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） 

評価対象住戸におい

て発生した火災の早

期の覚知のしやすさ 

等級４ 評価対象住戸において発生した火災のうち、全ての台所及び居室で

発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するため

の装置が設置されている。 

○ 

等級３ 評価対象住戸において発生した火災のうち、全ての台所及び居室で

発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装

置が設置されている。 
等級 2 評価対象住戸において発生した火災のうち、全ての台所及び寝室等

で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための

装置が設置されている。 
等級１ 評価対象住戸において発生した火災のうち、全ての寝室等で発生し

た火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設

置されている。 
２－２ 
感知警報装置設置等

級（他住戸等火災時） 

評価対象住戸の同一

階又は直下の階にあ

る他住戸等において

発生した火災の早期

覚知のしやすさ 

等級４ 一戸建ての住宅である又は避難階に存する住戸及び他住戸等を同一

階に有していない共同住宅である、もしくは、他住戸等において発

生した火災について、当該住戸等に火災を自動で感知するための装

置が設置され、かつ、各住戸から自動で警報を発するための装置が

設置されている。 

○ 

等級３ 他住戸等において発生した火災について、当該住戸等に火災を自動

で感知するための装置が設置され、かつ、各住戸から手動で警報を

発するための装置が設置されている。 
等級２ 他住戸等において発生した火災について、各住戸から手動で警報を



 
 

   発するための装置が設置されている。  
等級 1 その他 

２－３ 
避難安全対策（共用廊

下、共用空間における

平面形状） 

避難に有効な避難経

路の平面形状 
等級３ 避難階以外の階のない共同住宅である、又は、複数の住戸等を同一

階に有していない共同住宅である、もしくは、等級１に加え、住戸

の出入り口の扉の火炎を遮る時間が６０分相当以上であること。 

○ 

等級２ 等級１に加え、住戸の出入り口の扉の火炎を遮る時間が２０分相当

以上であること。 
等級１ 下記のいずれかであること。 

イ．通常の歩行経路による２以上の方向への避難が可能なこと 
ロ．直通階段との間に他住戸等がないこと 
ハ．イ又はロと同等であること 

２－４ 
避難安全対策（共用廊

下及び共用空間にお

ける排煙） 

避難経路の視認性の

確保 
等級４ 等級３に加え、その操作を建物単位、階単位又は空間単位で一斉に

行うことができる。 
● 

等級３ 等級２に加え、排煙設備の操作スイッチが、わかりやすい位置に設

置されており、容易にアクセスできる。 
等級２ 昭和 44 年建設省告示第 1728 号、昭和 45 年建設省告示 1829 号又

は、平成 12 年建設省告示第 1437 号に定める排煙設備もしくは、こ

れらに準ずる排煙設備が設置されている。 
等級１ 外部空間に直接つながっている又は、自然排煙口がついており、離

れた位置から、一斉に開放することができる。 
２－５ 
脱出対策（火災時） 

通常の歩行経路が使

用できない場合の緊

急的な脱出のための

対策 

等級３ 等級 2 に加え、自力で歩行可能であれば、自力で避難可能な緊急避

難経路が確保されていること。 
● 

等級２ 等級 1 に加え、介助者の助けを借りて避難可能な緊急避難経路が確

保されていること。 
等級１ 消防による救助を待つことができる場所が確保されており、その場

所に避難可能であること。 
  



 ２－６ 
耐火等級（延焼の恐れ

のある部分（開口部）） 

延焼の恐れのある部

分の開口部に係る火

災による火炎を遮る

時間の長さ 

等級３ 火炎を遮る時間が 60 分相当以上 ● 

等級２ 火炎を遮る時間が 20 分相当以上 

等級 1 その他 

２－７ 
耐火等級（延焼の恐れ

のある部分（開口部以

外）） 

延焼の恐れのある部

分の外壁等（開口部以

外）に係る火災による

火熱を遮る時間の長

さ 

等級４ 火熱を遮る時間が 60 分相当以上 ● 

等級３ 火熱を遮る時間が 45 分相当以上 

等級２ 火熱を遮る時間が 20 分相当以上 

等級 1 その他 

２－８ 
耐火等級（界壁及び界

床） 

住戸間の界壁又は界

床に係る火災による

火熱を遮る時間の長

さ 

等級４ 火熱を遮る時間が 60 分相当以上 ● 
等級３ 火熱を遮る時間が 45 分相当以上 

等級２ 火熱を遮る時間が 20 分相当以上 

等級 1 その他 

２－９ 
遮煙性（火災時） 

避難に供することの

できる時間を十分に

確保するための対策 

等級３ 等級２に加え、間仕切りの遮煙性能が、昭和 48 年国土交通省告示

第 2564 号で要求している水準であること。 
● 

等級２ 等級１に加え、共用空間（共用廊下を含む）について、火災発生時

に、適切に間仕切ることができること。 
等級１ 居住空間と共用空間との間の扉が、適切な遮煙性能を有しているこ

と。 
２－１０ 
消火設備の種類と設

置場所Ⅰ（火災時） 

火災発生時に速やか

に火災を抑制する対

策 

等級３ 火災発生の恐れの高い全ての空間について、消防法に基づく検定に

合格した高感度のスプリンクラーヘッドを用いたスプリンクラー設

備がついていること。 

● 

等級２ 火災発生の恐れの高い全ての空間について、その他の自動消火設備

がついていること。 
等級１ 火災発生の恐れの高い全ての空間について、その他の手動消火設備

等がついていること。 



 ２－１１ 
消火設備の種類と設

置場所Ⅱ（火災時） 

火災発生時に速やか

に火災を抑制する対

策 

等級３ 浴室、トイレ、機械室、エレベーター等、火災が発生する恐れの極

端に低い場所を除き、全ての場所に、自動消火設備が設置されてい

ること。 

● 

等級２ 居室、共同利用室、台所、2 ㎡以上の収納場所及びこれらに類する

場所の全てに、自動消火設備が設置されていること。 
等級１ 寝室、台所等にのみ、自動消火設備が設置されている。 

３ 
劣化の低

減に関す

ること 

３－１ 
劣化対策等級（構造躯

体等） 

構造躯体を使用する

材料の交換等大規模

な改修工事を必要と

するまでの時間を伸

長するため必要な対

策の程度 

等級 3 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で 3 世代（おおむ

ね 75～90 年）まで、大規模な改修工事を必要とするまでの時間を

伸長するため必要な対策が講じられている。 

 
○ 

等級２ 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で２世代（おおむ

ね 50～60 年）まで、大規模な改修工事を必要とするまでの時間を

伸長するため必要な対策が講じられている。 
等級 1 建築基準法に定める対策が講じられている。 

４ 
維持管

理・更新

への配慮

に関する

こと 

４－１ 
維持管理対策等級（専

用配管） 

専用の給排水管、給湯

管及びガス管の維持

管理（清掃、点検及び

補修）を容易とするた

め必要な対策の程度 

等級３ 掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすること

に特に配慮した措置が講じられている。 
○ 

等級２ 配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本

的な措置が講じられている。 
等級 1 その他 

４－２ 
維持管理対策等級（共

用配管） 

共用の給排水管、給湯

管及びガス管の維持

管理（清掃、点検及び

補修）を用意とするた

め必要な対策の程度 

等級３ 一戸建ての住宅であるか、又は、清掃、点検及び補修ができる開口

が住戸外に設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配

慮した措置が講じられている。 

○ 

等級２ 配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本

的な措置が講じられている。 
等級１ その他 

４－３ 
更新対策（共用排水

管） 

共用排水管の更新を

容易とするため必要

な対策の程度 

等級３ 一戸建ての住宅であるか、又は、等級 1 を満足し、配管が共用部分

に設置されており、かつ、更新を容易にすることに配慮した措置が

講じられている。 

○ 



   等級２ 等級 1 を満足し、配管が共用部分に設置されている等、更新を行う

ための基本的な措置が講じられている。 
 

等級１ 共用排水立管が設置されている位置（共用廊下に面する共用部分、

外壁面、吹き抜け等の住戸外周部、バルコニー、住戸専有部、その

他）が明示されている。 
４－４ 
更新対策(住戸専用部) 

躯体天井高の表示 
住戸専用部の構造躯

体の壁又は柱の有無 

等級１ 住戸専用部の構造躯体等の床版等に挟まれた空間の高さ及び同部の

構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となり得るものの有無が

明示されている 

○ 

等級０ 上記が明示されていない。 

５ 
温熱環境

に関する

こと 

５－１ 
省エネルギー対策 

暖冷房に使用するエ

ネルギーの削減のた

めの断熱化等による

対策の程度 

等級４ 等級１を満足し、エネルギーの大きな削減のための対策（エネルギ

ーの使用の合理化に関する法律の規定による建築主事等及び特定建

築物の所有者の判断の基準に相当する程度）が講じられている。 

○ 

等級３ 等級１を満足し、エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じ

られている。 
 

等級２ 等級１を満足し、エネルギーの小さな削減のための対策が講じられ

ている。 
等級Ⅰ 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建

築物の所有者の判断の基準（平成 18 年経済産業省・国土交通省告

示第 3 号）別表第１に掲げる地域区分（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ又はⅥ）

が明示されている。 
６ 
空気環境

に関する

こと 
 

６－１ 
ホルムアルデヒド対

策（内装及び天井裏

等） 

居室の内装の仕上げ

及び換気塔の措置の

ない天井裏等の下地

材等からのホルムア

ルデヒドの発散量を

少なくする対策 

等級３ 平成 15 年国土交通省告示第 274 号第一第三号に適合するか特定建

材以外の材料、又は、ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない材

料（日本工業規格）又は日本農林規格の F☆☆☆☆等級相当以上）

を居室の内装の仕上げ又は天井裏等の下地材に使っている。 

○ 

等級２ ホルムアルデヒドの発散量が少ない材料（日本工業規格）又は日本

農林規格の F☆☆☆等級相当以上）を居室の内装の仕上げ又は天井

裏等の下地材に使っている。 



   等級１ その他（建築基準法の要求を満足している。）  
６－２ 
換気対策 

室内空気中の汚染物

質及び湿気を屋外に

除去するために必要

な換気対策 

等級１ 換気対策の有無が明示され、その対策が有効であること。 ○ 

等級０ 換気対策の有無が明示されていないか、換気対策の有効性が検証さ

れていない。 

６－３ 
室内空気中の化学物

質の濃度等 

室内空気中の化学物

質の濃度等 
等級１ 室内空気中の化学物質の濃度等が、厚生労働省の基準値を超えない

ことについての検証がなされていること。 
○ 

等級０ 上記の検証がなされていない 

７ 
光・視環

境に関す

ること 

７－１ 
単純開口率 

居室の外壁又は屋根

に設けられた開口部

の面積の床面積に対

する割合の大きさ 

等級１ 明示されている ○ 

等級０ 明示されていない 

７－２ 
方位別開口比 

居室の外壁又は屋根

に設けられた開口部

の面積の各方位毎の

比率の大きさ 

等級１ 明示されている ○ 

等級０ 明示されていない 

８ 
音環境に

関するこ

と 

８－１ 
重量床衝撃音対策 
 

居室に係る上下階と

の解消の重量床衝撃

音（重量のあるものの

落下や秋穂との衝撃

音）を遮断する対策 

等級 5 特に優れた重量床衝撃音の遮断性能（特定の条件下でおおむね日本

工業規格の Li,r,H-50 等級相当以上）を確保するため必要な対策が講

じられている。 

○ 

等級 4 優れた重量床衝撃音の遮断性能（特定の条件下でおおむね日本工業

規格の Li,r,H-55 等級相当以上）を確保するため必要な対策が講じら

れている。 
等級 3 基本的な重量床衝撃音の遮断性能（特定の条件下でおおむね日本工

業規格の Li,r,H-60 等級相当以上）を確保するため必要な対策が講じ

られている。 
等級 2 やや低い重量床衝撃音の遮断性能（特定の条件下でおおむね日本工

業規格の Li,r,H-65 等級相当以上）を確保するため必要な対策が講じ



 
 

   られている。  
等級 1 次に掲げる相当スラブ厚（重量床衝撃音）の数値が最も低い居室の

界床及び最も高い居室の界床について、その相当スラブ厚（重量床

衝撃音）またはこれに準ずるものが明示されている。 
 27cm 以上、20cm 以上、15cm 以上、11cm 以上 
※相当スラブ厚（重量床衝撃音） 
 居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音（重量のあるものの落

下や足音の衝撃音）の遮断の程度をコンクリート単板スラブの暑さ

に換算した場合のその厚さ 
８－２ 
軽量床衝撃音対策 

居室に係る上下階と

の界床の軽量床衝撃

音（軽量のものの落下

の衝撃音）を遮断する

対策 

等級５ 戸建て住宅であるか、又は、特に優れた軽量床衝撃音の遮断性能（特

定の条件下でおおむね日本工業規格の Li,r,L-45 等級相当以上）を確

保するため必要な対策が講じられている。 

○ 

等級 4 優れた軽量床衝撃音の遮断性能（特定の条件下でおおむね日本工業

規格の Li,r,L-50 等級相当以上）を確保するため必要な対策が講じら

れている。 
等級 3 基本的な軽量床衝撃音の遮断性能（特定の条件下でおおむね日本工

業規格の Li,r,L-55 等級相当以上）を確保するため必要な対策が講じ

られている。 
等級 2 やや低い軽量床衝撃音の遮断性能（特定の条件下でおおむね日本工

業規格の Li,r,L-60 等級相当以上）を確保するため必要な対策が講じ

られている。 
等級 1 次に掲げる軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造）の数値が最

も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その軽量床衝

撃音レベル低減量（床仕上げ構造）またはこれに準ずるものが明示

されている。 
 30dB 以上、25dB 以上、20dB 以上、15dB 以上 

  



 ８－３ 
透過損失等級（界壁） 

居室の界壁の構造に

よる空気伝搬音の遮

断の程度 

等級４ 
 
 

戸建て住宅であるか、又は、特に優れた空気伝搬音の遮断性能（特

定の条件下でおおむね日本工業規格の Rr-55 等級相当以上）が確保

されている程度 

○ 

等級 3 優れた空気伝搬音の遮断性能（特定の条件下でおおむね日本工業規

格の Rr-50 等級相当以上）が確保されている程度 
等級 2 基本的な空気伝搬音の遮断性能（特定の条件下でおおむね日本工業

規格の Rr-45 等級相当以上）が確保されている程度 
等級 1 建築基準法に定める空気伝搬音の遮断の程度が確保されている程度

８－４ 
透過損失等級（外壁開

口部） 

居室に設けられた開

口部に方位別（東面、

南面、西面、北面）に

使用するサッシによ

る空気伝搬音の遮断

の程度 

等級 3 特に優れた空気伝搬音の遮断性能（特定の条件下でおおむね日本工

業規格の Rm(1/3)-25 等級相当以上）が確保されている程度 
○ 

等級 2 優れた空気伝搬音の遮断性能（特定の条件下でおおむね日本工業規

格の Rm(1/3)-20 等級相当以上）が確保されている程度 
等級 1 その他 

９ 
高齢者等

への配慮

に関する

こと 

９－１ 
高齢者配慮対策等級

（専用部分） 

住戸内における高齢

者等への配慮のため

に必要な対策の程度 

等級 5 高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられてお

り、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にす

ることに特に配慮した措置が講じられている。 

○● 

等級 4 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、

介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にするこ

とに配慮した措置が講じられている。 
等級 3 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、

介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にするこ

とに配慮した措置が講じられている。 
等級 2 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている。

等級 1 住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措

置が講じられている。 
  



 ９－２ 
高齢者配慮対策等級

（共用部分） 

共同住宅等の主に建

物入り口から住戸の

玄関までの間におけ

る高齢者等への配慮

のために必要な対策

の程度 

等級 5 一戸建ての住宅であるか、又は、高齢者等が安全に移動することに

特に配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者

が住戸の玄関まで容易に到達できることに特に配慮した措置が講じ

られている。 

○● 

等級４ 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、

自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達できるこ

とに配慮した措置が講じられている。 
等級 3 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、

自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達できるた

めの基本的な措置が講じられている。 
等級 2 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている。

等級 1 建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられてい

る。 
９－３ 
床の仕上げ及び構造 

転倒を防止するとと

もに、転倒した場合の

衝撃を和らげる対策 

等級３ 等級２に加え、 
屋内の床に使われる材料及びその構造が、通常の住宅に使われるも

のに比べて、滑りにくさ及び転倒時の衝撃を和らげることについて、

配慮されていること。 

● 

等級２ ・屋外につながる部分（玄関等）のポーチならびに浴室の床が水に

濡れても、通常の住宅に使われるものに比べて、滑りにくさ及び転

倒時の衝撃を和らげることについて、配慮されていること。 
・階段の踏面が、滑りにくいことについて、配慮されていること。

等級１ 何らかの配慮がなされていること。 
９－４ 
壁の仕上げ及び構造 

転倒した場合及び衝

突した場合の衝撃を

和らげる対策 

等級 3 等級２に加え、屋外につながる部分（玄関等）のポーチ周辺の外壁

に使われる材料及びその構造が、通常の住宅に使われるものに比べ

て、転倒時及び衝突時の衝撃を和らげることについて、配慮されて

いること。 

● 

  



   等級 2 屋内の壁に使われる材料及びその構造が、通常の住宅に使われるも

のに比べて、転倒時及び衝突時の衝撃を和らげることについて、配

慮されていること。 

 

等級１ 何らかの配慮がなされていること。 

９－５ 
建具 

建具と衝突しても、ケ

ガをしないような対

策 

等級３ 等級２に加え、 
・通行の用に供する扉及びその周壁について、高齢者が安心して通

行できるような配慮がなされていること。 
・建具、造付け家具等に用いるガラスのうち身体に接触する可能性

のあるものについて、衝突してもケガをすることがないような配慮

がなされていること。 

● 

等級２ 等級１に加え、 
・玄関ドア等出入り口扉について、衝突してもケガをすることがな

いような配慮がなされていること。 
・浴室及び便所の建具の鍵が、外から解錠できること。 

等級１ 開口部のガラスについて、衝突を回避するための配慮がなされてい

ること。 
９－６ 
設備Ⅰ 

階段、玄関における転

倒防止 
等級３ 等級 2 に加え、階段、玄関の上がりかまち部などに、足下灯がつい

ていること。 
● 

等級２ 等級１に加え、階段の照明が、複数設置などにより踏面に影ができ

ないようにされていることともに三路スイッチであること。 
等級１ 何らかの配慮がなされていること 

９－７ 
設備Ⅱ 

誤操作の防止 等級３ 等級２に加え、電気設備のスイッチ、コンセント等について、誤操

作を防止する配慮がなされていること。 
● 

等級２ 等級Ⅰに加え、水栓金具について、水温調整等の操作のしやすさに

ついて、適切な配慮がなされていること。 
等級１ 何らかの配慮がなされていること 

  



 ９－８ 
設備Ⅲ 

調理器具の安全対策 等級３ 等級２に加え、調理器具を備えた空間に、ガス漏れ検知器（ガスを

用いた調理器具を用いる場合に限る）及び火災警報器が設置されて

いること。 

● 

等級２ 等級１に加え、全てのガス調理器具の火口に、立ち消え安全装置な

らびに過熱防止装置が付いていること。電磁調理器具の場合には、

長時間連続で通電していることを知らせる機構が備わっているこ

と。 
等級１ 何らかの配慮がなされていること 

９－９ 
設備Ⅳ 

警報等の対策Ⅰ 等級３ 高齢者に異常が生じた場合に、容易に、外部に異常を知らせる通報

装置が付いていること。 
● 

等級２ 等級１に加え、高齢者の寝室に、外部に異常を知らせる通報装置が

付いていること。 
等級１ 便所及び浴室に、外部に異常を知らせる通報装置が付いていること。

９－１０ 
設備Ⅴ 

警報等の対策Ⅱ 等級２ スプリンクラー等の自動消火設備が作動した際に、住戸全域にわた

って、警報を発する装置が付いていること。 
● 

等級１ スプリンクラー等の自動消火設備が作動した際に、当該室付近に、

警報を発する装置が付いていること。 
１０ 
防犯に関

すること 

１０－１ 
開口部の侵入防止対

策 

通常想定される侵入

行為による外部から

の侵入を防止するた

めの対策 

等級１ 適切な対策が講じられている。 ○ 

等級０ 対策が講じられていない又は対策の有効性が検証されていない。 

 
グレード点の求め方 
検証の有無・程度の妥当性に基づいて、以下のようにグレード点を決める。 
 
区 分 検証無し 自己立証 第三者機関に準ずる検証 第三者機関による検証 

グレード点 ０ １ １．５ ２ 



※ 「自己立証」とは、以下のものとする。 
 ①客観的にデータ等で立証可能なもの 
 ②カタログ等で広く主張しているもの 
※※ 「第三者機関に準ずる機関による検証」とは、以下のものとする。 
 ①ISO9000ｓに基づいて、設計ならびに施工等が行われていること 
 ②設計図面等から確認できること。 
※※※ 「第三者機関による検証」とは、以下のものとする。 
 ①住宅性能評価又は住宅型式性能評価に基づいて、表示されていること。 
②自己主張する事項が、国内外の法令、規格等に基づき立証されており、何らかの形で公的機関等の検証が得られていること。 
③一般財団法人建材試験センターの職員による確認を得ていること。 

 
評点の求め方 
評価項目の等級を、その評価項目の最高等級の値で除した数値を求める。この数値にグレード点を乗じたものを、各評価項目の評点とする。この

評点を合計した数値を、総合の評点とする。 
 また、自然災害に関連する事項毎（評価区分１）、火災安全に関連する事項（評価区分２）、建物の維持管理に関連する事項（評価区分３，４，５）

日常生活における快適性に関連する事項（評価区分７，８）、日常生活における安全（健康安全も含む）性に関連する事項（評価区分６，９）につ

いても集計を行い、それを個々の分類の評点とする。 
  
判定（総合） 
Ｓ級：２／３の評価項目の全ての評点が 1 点を超えており、かつ、総合の評点が 60 点を超えるもの 
Ａ級：１／３の評価項目の全ての評点が 1 点を超えており、かつ、総合の評点が 40 点を超えるもの 
Ｂ級：１／６の評価項目の評点が 1 点を超えており、かつ、総合の評点が、20 点を超えるもの 

 
判定（事項毎） 
・自然災害に関連する事項 

Ｓ級：２／３の評価項目の全ての評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が 10 点を超えるもの 
Ａ級：１／３の評価項目の全ての評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が 7 点を超えるもの 
Ｂ級：１／６の評価項目の評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が、4 点を超えるもの 



・火災安全に関連する事項 
Ｓ級：２／３の評価項目の全ての評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が 14 点を超えるもの 
Ａ級：１／３の評価項目の全ての評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が 10 点を超えるもの 
Ｂ級：１／６の評価項目の評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が、6 点を超えるもの 

・建物の維持管理に関連する事項 
Ｓ級：２／３の評価項目の全ての評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が 6 点を超えるもの 
Ａ級：１／３の評価項目の全ての評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が 4 点を超えるもの 
Ｂ級：１／６の評価項目の評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が、2 点を超えるもの 

・日常生活における快適性に関連する事項 
Ｓ級：２／３の評価項目の全ての評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が 6 点を超えるもの 
Ａ級：１／３の評価項目の全ての評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が 4 点を超えるもの 
Ｂ級：１／６の評価項目の評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が、2 点を超えるもの 

・日常生活における安全（健康安全も含む）性に関連する事項 
Ｓ級：２／３の評価項目の全ての評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が 10 点を超えるもの 
Ａ級：１／３の評価項目の全ての評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が 8 点を超えるもの 
Ｂ級：１／６の評価項目の評点が 1 点を超えており、かつ、個々の分類の評点が、6 点を超えるもの 


