
（別記様式２） 
子育て子育て子育て子育て住住住住まいまいまいまい環境環境環境環境チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト    

    計画名称計画名称計画名称計画名称    ヴェルディ広公園  申請区分申請区分申請区分申請区分    （該当する番号にチェック）（該当する番号にチェック）（該当する番号にチェック）（該当する番号にチェック）    ■ １計画認定申請 □ ２竣工届・竣工認定申請 設計住宅性能評価書設計住宅性能評価書設計住宅性能評価書設計住宅性能評価書    建設住宅性能評価書建設住宅性能評価書建設住宅性能評価書建設住宅性能評価書     
 

01020304050
60708090100近所の子どもが集まり遊べる

地域の人たちが助けてくれる
親同士が助け合い・交流できる働きながら子育てできる

安心して子育てできる

     項目項目項目項目    得点得点得点得点    備考備考備考備考    （必要得点）（必要得点）（必要得点）（必要得点）    １ 近所の子どもが集まり遊べる住まい環境 ２１点／３１点中 （６７．７％） １６点以上 ２ 地域の人たちが助けてくれる住まい環境  ９点／１２点中 （７５．０％） ６点以上 ３ 親同士が助け合い・交流ができる住まい環境  ９点／１２点中 （７５．０％） ６点以上 ４ 働きながら子育てできる住まい環境 １７点／２２点中 （７７．２％） １１点以上 ５ 安心して子育てできる住まい環境 １５点／２２点中 （６８．１％） １１点以上 
 



【子育て住まい環境概要】 １ 近所の子どもが集まり遊べる住まい環境 項目項目項目項目        計画概要計画概要計画概要計画概要    備考備考備考備考    基準概要基準概要基準概要基準概要    近所近所近所近所のののの子子子子どもがどもがどもがどもが大勢大勢大勢大勢でででで遊遊遊遊べるイベントべるイベントべるイベントべるイベント    
1111    近所の子ども近所の子ども近所の子ども近所の子どもが大勢で遊べが大勢で遊べが大勢で遊べが大勢で遊べるイベントるイベントるイベントるイベント    □ [3p] 

○ 住民主体の子ども体験型のイベント（餅つき，とんど，秋祭り，クリスマス会等） ※実施するイベントにチェック  ○ 高齢者等とのふれあいができる地域のまつり ○ 共用菜園での四季を通じた野菜づくり ○ 近所のお兄ちゃん，お姉ちゃんとの交流イベント ○ その他，近所の子どもが大勢で遊べるイベント 具体内容を記入                                                 安全安心安全安心安全安心安全安心にににに遊遊遊遊べるべるべるべる住住住住まいまいまいまい    
2222    バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化    ■ [必須] 日本住宅性能表示基準 「9-1 高齢者等配慮対策等級」 専用部分：等級  2   共用部分：等級  2   1 階 EV 横の開放廊下への扉の段差は 20mm 以下 等級２以上 3333    住戸内の階段住戸内の階段住戸内の階段住戸内の階段の形状の形状の形状の形状    ■ [必須] 日本住宅性能表示基準 「9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）」 等級      階段なし 等級２以上 4444    住戸内の床仕住戸内の床仕住戸内の床仕住戸内の床仕上げ上げ上げ上げ    □ [2p] 床材名・材質      メーカー      ＣＳＲ（滑り抵抗係数）       滑りにくい床材の採用 0.6 以上（参考） 5555    転落防止手す転落防止手す転落防止手す転落防止手すりの設置りの設置りの設置りの設置    ■ [必須] 日本住宅性能表示基準 「9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）」 等級  2    等級２以上 
6666    衝突安全対策衝突安全対策衝突安全対策衝突安全対策    ■ [2p] ○ 柱の面取り加工や出隅部に角が出ないようになっている 図面番号        ● 扉の反対側にいる人の気配が分かるようになっている 図面番号 A-93,101  ● その他，衝突防止の措置 具体内容を記入 外部に車衝突用ｺﾞﾑ製ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ設置 ｷｯﾁﾝｶｳﾝﾀｰの出隅を R 面取り。    可能な限り､片引き戸を採用。  図面番号 A-1,13～16,93,101 7777    健康にやさし健康にやさし健康にやさし健康にやさしい建材使用い建材使用い建材使用い建材使用    ■ [2p] 日本住宅性能表示基準 「ホルムアルデヒド対策」 等級  3    等級３以上 
8888    防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策    ■ [3p] ○ ○ 登録番号      登録見込み  「広島県防犯モデルマンション」 ● 上と同等の防犯対策を講じている 具体内容を記入 1 階住戸の玄関扉･窓は防犯ｾﾝｻｰ付と する。1 階はｵｰﾄﾛｯｸで侵入制限を  かける。ｻﾌﾞﾛｯｸを標準装備している。 図面番号 A-93,101～103   住戸の玄関扉，窓等は，侵入盗等の被害に遭いにくいように，計画すること のびのびのびのびのびのびのびのび遊遊遊遊べべべべるるるる住住住住まいまいまいまい    9999    床下の防音対床下の防音対床下の防音対床下の防音対策（軽量床衝策（軽量床衝策（軽量床衝策（軽量床衝撃音）撃音）撃音）撃音）    ■ [必須] 使用材料の等級  45    Li,r,L-45 Li,r,L-50相当以上 10101010    床下の防音対床下の防音対床下の防音対床下の防音対策（重量床衝策（重量床衝策（重量床衝策（重量床衝撃音）撃音）撃音）撃音）    ■ [必須] 等級  55    Li,r,H-55 Li,r,H-55 相当以上 

 



 気軽気軽気軽気軽にににに外出外出外出外出するきっかけするきっかけするきっかけするきっかけ    
11111111    敷地内通路の敷地内通路の敷地内通路の敷地内通路の歩車分離歩車分離歩車分離歩車分離    ■ [2p] 図面番号 A-13、14     12121212    平面式の駐輪平面式の駐輪平面式の駐輪平面式の駐輪場場場場    ■ [2p] 駐輪台数 230台  住戸数 115戸   図面番号 A-1,13,14  2台以上／1 住戸 
13131313    防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策    ■ [3p] ○ ○ 登録番号      登録見込み  「広島県防犯モデルマンション」 ● 上と同等の防犯対策を講じている 具体内容を記入 SECOMの防犯用監視ｶﾒﾗ取付                                    図面番号 E-53   敷地内の屋外各部位及び住棟内の共用部分等は，周囲から見通しが確保されるように，計画すること 気軽気軽気軽気軽にににに集集集集まれるスペーまれるスペーまれるスペーまれるスペー

スススス    14141414    キッズルームキッズルームキッズルームキッズルームやちょっとしやちょっとしやちょっとしやちょっとした交流スペーた交流スペーた交流スペーた交流スペースの設置スの設置スの設置スの設置    ■ ○ [3p] 近隣住民の使用を考慮した，集会室，キッズルーム等の共用スペース 図面番号        ● [1p] その他の工夫 具体内容を記入 入口にﾍﾞﾝﾁを設置し       近隣住民との交流を促す。                    図面番号 A-14,113   共用玄関付近等へのベンチ等の設置など，近隣住民との交流を促す工夫 のびのびとのびのびとのびのびとのびのびと遊遊遊遊べるスペべるスペべるスペべるスペ
ースースースース    15151515    プレイロットプレイロットプレイロットプレイロットやちょっとしやちょっとしやちょっとしやちょっとした交流スペーた交流スペーた交流スペーた交流スペースの設置スの設置スの設置スの設置    □ ○ [3p] 近隣住民の使用を考慮した，プレイロット等の屋外共用スペース 図面番号        ○ [1p] その他の工夫 具体内容を記入                                                 図面番号       子どもが遊べる屋外スペースの確保など，近隣の子どもたちとの交流を促す工夫 のびのびとのびのびとのびのびとのびのびと走走走走りりりり回回回回ってってってって遊遊遊遊べべべべ
るるるる環境環境環境環境    16161616    子どもがのび子どもがのび子どもがのび子どもがのびのび遊べる公のび遊べる公のび遊べる公のび遊べる公園園園園    ■ 公園の名称 広公園   公園の特徴  植栽豊かで広い公園                                                       ※マンションとの位置関係，距離がわかるよう図示し，距離を記入  ● [3p] 公園まで 400ｍ未満 ○ [2p] 公園まで 400ｍ以上 800ｍ未満 ○ [1p] 公園まで 800 以上 1,200ｍ未満 豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育むむむむ自然自然自然自然    17171717    豊かな自然環豊かな自然環豊かな自然環豊かな自然環境境境境    □ 緑地等の名称 広公園   緑地等の特徴  植栽豊かで広い公園」                                                       ※マンションとの位置関係，距離がわかるよう図示し，距離を記入  ● [3p] 緑地等まで 400ｍ未満 ○ [2p] 緑地等まで 400ｍ以上 800ｍ未満 ○ [1p] 緑地等まで 800 以上 1,200ｍ未満 合計点（選択）合計点（選択）合計点（選択）合計点（選択）     21 p  16p 以上 

 



２ 地域の人たちが助けてくれる住まい環境         項目項目項目項目        計画概要計画概要計画概要計画概要    備考備考備考備考    基準概要基準概要基準概要基準概要    地域地域地域地域のののの人人人人とのとのとのとの交流交流交流交流
イベントイベントイベントイベント    18181818    地域の人との地域の人との地域の人との地域の人との交流イベント交流イベント交流イベント交流イベント    □ [3p] ○ 町内会等と連携した清掃活動 ※実施するイベントにチェック  ○ 教育機関，教育企業と連携した教室，プレイルーム ○ その他，地域の人との交流イベント 具体内容を記入                                                 長屋風長屋風長屋風長屋風のののの豊豊豊豊かなコミュニかなコミュニかなコミュニかなコミュニ
ティティティティ    19191919    コミュニケーコミュニケーコミュニケーコミュニケーションを促すションを促すションを促すションを促すスペースの設スペースの設スペースの設スペースの設置置置置    ■ [必須] 住戸タイプ（戸数） A ﾀｲﾌﾟ （ 12 戸）           B ﾀｲﾌﾟ （ 12 戸）           C ﾀｲﾌﾟ （ 13 戸）           D ﾀｲﾌﾟ （ 13 戸）           E ﾀｲﾌﾟ （ 13 戸） コミュニケーションスペースの概要 共用玄関ﾎﾟｰﾁ前にﾍﾞﾝﾁを設置し、 近隣住民との交流を促す。                    図面番号 A-13～14  

F ﾀｲﾌﾟ （13 戸） G ﾀｲﾌﾟ （13 戸） H ﾀｲﾌﾟ （13 戸） I ﾀｲﾌﾟ （13 戸） 複数の住戸タイプ コミュニケーションスペースの設置 
地域地域地域地域のののの人人人人のののの目目目目がががが届届届届くくくく    20202020    防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ [3p] 再掲-13   地域地域地域地域のののの人人人人たちがたちがたちがたちが交流交流交流交流できるできるできるできる場場場場    

21212121    小学校等まで小学校等まで小学校等まで小学校等までの距離の距離の距離の距離    ■ 小学校等の名称 白岳小学校  ※マンションとの位置関係，距離がわかるよう図示し，距離を記入 小学校等：小学校，児童館 ● [3p] 小学校等まで 400ｍ未満 ○ [2p] 小学校等まで 400ｍ以上 800ｍ未満 ○ [1p] 小学校等まで 800 以上 1,200ｍ未満 
22222222    図書館図書館図書館図書館等まで等まで等まで等までの距離の距離の距離の距離    ■ 図書館等の名称 呉市総合体育館ｵｰｸｱﾘｰﾅ  図書館等の特徴  アリーナやﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設がある                                          ※マンションとの位置関係，距離がわかるよう図示し，距離を記入 図書館等：図書館，美術館，体育施設（学校体育施設を除く），公民館 ● [3p] 図書館等まで 400ｍ未満 ○ [2p] 図書館等まで 400ｍ以上 800ｍ未満 ○ [1p] 図書館等まで 800 以上 1,200ｍ未満 合計点（選択）合計点（選択）合計点（選択）合計点（選択）     9 p  6p 以上 

 



３ 親同士が助け合い・交流できる住まい環境         項目項目項目項目        計画概要計画概要計画概要計画概要    備考備考備考備考    基準概要基準概要基準概要基準概要    子育子育子育子育てててて交流交流交流交流イベントイベントイベントイベント    23232323    子育て交流イ子育て交流イ子育て交流イ子育て交流イベントベントベントベント    □ [3p] ○ 子育てサークルと連携した子育て交流イベント ※実施するイベントにチェック  ○ キッズルームなどでの子育てイベントの情報提供 ○ 身近な場所での子育て巡回相談 ○ その他，子育て交流サービス 具体内容を記入                                                 長屋風長屋風長屋風長屋風のののの豊豊豊豊かなコミュかなコミュかなコミュかなコミュニティニティニティニティ    24242424    一定の子育て一定の子育て一定の子育て一定の子育て世帯数世帯数世帯数世帯数    ■ [必須] 住戸面積    65.69㎡～ 84.77 ㎡ 70㎡以上住戸数 90   全戸数 115    40㎡以上，かつ，1/2以上が 70㎡以上 気軽気軽気軽気軽にににに集集集集まれるスペースまれるスペースまれるスペースまれるスペース    25252525    キッズルームキッズルームキッズルームキッズルームやちょっとしやちょっとしやちょっとしやちょっとした交流スペーた交流スペーた交流スペーた交流スペースの設置スの設置スの設置スの設置    ■ ● [3p] 授乳室を備えた集会室，キッズルーム等の共用スペース又はプレイロット等の屋外共用スペース 図面番号 A-14     
○ [1p] その他の工夫 具体内容を記入 入口にﾍﾞﾝﾁを設置し       近隣住民との交流を促す。                    図面番号 A-14   共用玄関付近等へのベンチ等の設置又は子どもが遊べる屋外スペースの確保など，入居者間の交流を促す工夫 悩悩悩悩みをみをみをみを相談相談相談相談しししし合合合合えるえるえるえる場場場場    26262626    子育て支援施子育て支援施子育て支援施子育て支援施設等までの距設等までの距設等までの距設等までの距離離離離    ■ 子育て支援施設等の名称 呉市総合体育館  子育て支援施設等の特徴 地域の親子を対象に色々な催しを    行っている。                                ※マンションとの位置関係，距離がわかるよう図示し，距離を記入 子 育て 支援施 設等：地域子育て支援センター，広島県子育てサポートステーション ● [3p] 子育て支援施設等まで 400ｍ未満 ○ [2p] 子育て支援施設等まで 400ｍ以上 800ｍ未満 ○ [1p] 子育て支援施設等まで 800以上 1,200ｍ未満 気軽気軽気軽気軽にににに親同士親同士親同士親同士がががが集集集集えるえるえるえる場場場場    27272727    公園等までの公園等までの公園等までの公園等までの距離距離距離距離    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ ● [3p] 再掲-16   ○ [2p] ○ [1p] 合計点（選択）合計点（選択）合計点（選択）合計点（選択）     9 p  6p 以上 

 



４ 働きながら子育てできる住まい環境         項目項目項目項目        計画概要計画概要計画概要計画概要    備考備考備考備考    基準概要基準概要基準概要基準概要    子育子育子育子育てててて支援支援支援支援サービスサービスサービスサービス    28282828    子育て支援サ子育て支援サ子育て支援サ子育て支援サービスービスービスービス    □ [3p] 
○ 保育所等への送迎サービス ※実施するサービスにチェック  ○ ベビーシッターなどの家事支援サービス ○ キッズルームなどを利用した託児サービス ○ キッズルームなどでのお父さん・お母さん参加型の子育て講座等 ○ その他，子育て支援サービスの実施 具体内容を記入                                                 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援にににに入入入入りやすいりやすいりやすいりやすい周辺環周辺環周辺環周辺環境境境境    29292929    駐輪スペース駐輪スペース駐輪スペース駐輪スペースの確保の確保の確保の確保    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ [2p] 再掲-12   30303030    屋根を設けた屋根を設けた屋根を設けた屋根を設けた車寄せの設置車寄せの設置車寄せの設置車寄せの設置    □ [2p] 図面番号        31313131    防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ [3p] 再掲-13   気軽気軽気軽気軽にににに集集集集まれるスまれるスまれるスまれるスペースペースペースペース    32323232    キッズルームキッズルームキッズルームキッズルームやちょっとしやちょっとしやちょっとしやちょっとした交流スペーた交流スペーた交流スペーた交流スペースの設置スの設置スの設置スの設置    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ ● [3p] 再掲-25   ○ [1p] 交通交通交通交通のののの便便便便がよくがよくがよくがよく，，，，通勤時間通勤時間通勤時間通勤時間をををを短縮短縮短縮短縮できるできるできるできる    33333333    駅，バス停ま駅，バス停ま駅，バス停ま駅，バス停までの距離での距離での距離での距離    ■ 駅，バス停の名称 広電 広交叉点  ※マンションとの位置関係，距離がわかるよう図示し，距離を記入  ● [3p] 駅・バス停まで 400ｍ未満 ○ [2p] 駅・バス停まで 400ｍ以上 800ｍ未満 ○ [1p] 駅・バス停まで 800 以上 1,200ｍ未満 保育所等保育所等保育所等保育所等がががが利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい場所場所場所場所にあるにあるにあるにある    

34343434    保育施設まで保育施設まで保育施設まで保育施設までの距離の距離の距離の距離    ■ 保育所等の名称 広サムエル学園  保育所等の特徴  私立の幼稚園                                                  ※マンションとの位置関係，距離がわかるよう図示し，距離を記入 保育所等：保育所，幼稚園，認定こども園 ● [3p] 保育所等まで 400ｍ未満 ○ [2p] 保育所等まで 400ｍ以上 800ｍ未満 ○ [1p] 保育所等まで 800 以上 1,200ｍ未満 
35353535    商業施設まで商業施設まで商業施設まで商業施設までの距離の距離の距離の距離    ■ 商業施設の名称 イオン 広店  商業施設の特徴 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ                                                    ※マンションとの位置関係，距離がわかるよう図示し，距離を記入 商業施設：商店街，スーパーマーケット（コンビニエンスストアを除く） ● [3p] 商業施設まで 400ｍ未満 ○ [2p] 商業施設まで 400ｍ以上 800ｍ未満 ○ [1p] 商業施設まで 800 以上 1,200ｍ未満 合計点（選択）合計点（選択）合計点（選択）合計点（選択）     17 p  11p 以上 

 



５ 安心して子育てできる住まい環境         項目項目項目項目        計画概要計画概要計画概要計画概要    備考備考備考備考    基準概要基準概要基準概要基準概要    子育子育子育子育てててて安心安心安心安心サービスサービスサービスサービス    36363636    子育て安心サ子育て安心サ子育て安心サ子育て安心サービスービスービスービス    □ [3p] ○ 医療機関と連携した健康相談サービス ※実施するイベントにチェック  ○ 保育士等による育児相談サービス ○ 警備会社などと連携した見回りサービス ○ その他，子育て安心サービス 具体内容を記入                                                 安心安心安心安心してしてしてして子育子育子育子育てできるてできるてできるてできる住住住住まいまいまいまい    
37373737    バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ [必須] 再掲-2   38383838    住戸内の階段住戸内の階段住戸内の階段住戸内の階段の形状の形状の形状の形状    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ [必須] 再掲-3   39393939    住戸内の床仕住戸内の床仕住戸内の床仕住戸内の床仕上げ上げ上げ上げ    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    □ [2p] 再掲-4   40404040    転落防止手す転落防止手す転落防止手す転落防止手すりの設置りの設置りの設置りの設置    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ [必須] 再掲-5   41414141    衝突安全対策衝突安全対策衝突安全対策衝突安全対策    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ [2p] 再掲-6   42424242    健康にやさし健康にやさし健康にやさし健康にやさしい建材使用い建材使用い建材使用い建材使用    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ [2p] 再掲-7   43434343    防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ [3p] 再掲-8   家族家族家族家族のののの成長成長成長成長にににに対応対応対応対応できできできでき

るるるる住住住住まいまいまいまい    44444444    適切な広さの適切な広さの適切な広さの適切な広さの確保確保確保確保    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ [必須] 再掲-24   45454545    収納スペース収納スペース収納スペース収納スペースの確保の確保の確保の確保    □ [2p] 収納率     ％     図面番号       8％以上 家族家族家族家族のののの存存存存在在在在をををを感感感感じじじじるるるる住住住住まいまいまいまい    46464646    対面キッチン対面キッチン対面キッチン対面キッチンなど家族を感など家族を感など家族を感など家族を感じる間取りじる間取りじる間取りじる間取り    ■ [2p] 具体内容を記入 ｷｯﾁﾝは対面ｷｯﾁﾝとし居間のｽﾍﾟｰｽで   家族を感じるものとする。                          図面番号 A-14～16    安心安心安心安心してしてしてして子育子育子育子育ててててできるできるできるできる周辺環境周辺環境周辺環境周辺環境    47474747    防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策    【再掲】【再掲】【再掲】【再掲】    ■ [3p] 再掲-13   48484848    共用廊下の手共用廊下の手共用廊下の手共用廊下の手すりの設置すりの設置すりの設置すりの設置    ■ [必須] 日本住宅性能表示基準 「9-2 高齢者等配慮対策等級（共用部分）」 等級  2    等級２以上 49494949    エレベーターエレベーターエレベーターエレベーター設置設置設置設置    ■ [必須] 図面番号 A-13～17     医療施設医療施設医療施設医療施設がががが近近近近くにあることくにあることくにあることくにあること    50505050    小児科等まで小児科等まで小児科等まで小児科等までの距離の距離の距離の距離    ■ ● [3p] 小児科医療施設まで 400ｍ未満 ※マンションとの位置関係，距離がわかるよう図示し，距離を記入 内科 離宮 ○ [2p] 小児科医療施設まで 400ｍ以上 800ｍ未満 ○ [1p] 小児科医療施設まで 800以上 1,200ｍ未満 合計点（選択）合計点（選択）合計点（選択）合計点（選択）     15 p  11p 以上 
   

算定式：収納面積（㎡）÷専用部分面積（㎡）×100 ・収納面積：Ｓ１＋Ｓ２ Ｓ１：高さ 180cm 以上の収納部分の水平投影面積 Ｓ２：高さ 180cm 未満の収納部分の水平投影面積×当該収納部分の高さ（cm）÷180 


