
堺市からのお知らせ

「堺市マンション管理計画
認定制度について」

令和4年10月 堺市住宅まちづくり課



マンションが適正に管理されているとマンションが適正に管理されていないと

せっかくの休日なのに理事会か～

やりたい人がしといてよね～

だれか木を剪定してよ～

20年先なんて
考えられない～

引っ越ししよ～

崩れてきそう！逃げろ～

購入した部屋を空き家として放置すると、
管理組合が所有者を特定できなくなり、
組合の活動や集会の決議が困難……
マンション全体の維持管理ができず、
他の住人や周りの住民に迷惑が掛かります。

誰か木を切って！…て誰もいない？！

このマンションいいな～

適切な維持管理・修繕がされることで
住人の満足度が向上！

↓
マンションの資産価値の向上！！

堺市が
「管理計画認定マンション」として認定
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令和2年6月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正（令和4年4月施行）
され、以下の項目が新たに位置付けられました。

法律でいろいろと位置付けられているんだね
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○国による基本方針の策定
…マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定

○地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画の作成
…基本方針に基づき、管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項等を定める
計画を作成

○適切な管理計画を有するマンションの認定制度
…マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体は適正な管理計画を有する
マンションを認定

○管理組合への助言・指導等
…管理の適正化のために、必要に応じて、管理組合に対して助言・指導等を実施



○堺市の分譲マンションの現状と課題

・堺市には、令和3年12月時点で586団地、約６万戸の分譲マンションがあります。

・そのうち、築40年超が約14,000戸。20年後には約４万戸となる見込み。

4

堺市マンション管理適正化推進計画って？？

管理組合の自律的な維持管理の促進、管理不全マンションの発生予防など

のため令和４年８月「堺市マンション管理適正化推進計画」を策定。

→高経年マンションが急増：建物の老朽化

住人の高齢化による管理組合の担い手不足が懸念

→旧耐震基準のマンションの割合は、全国平均(15.3％)より高く、堺市内は24.3％
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きちんと管理しないと市から指導を受けることがあるんだね

堺市マンション管理適正化推進計画

【目的】
市内のマンションの管理不全を未然に防ぎ、管理組合の自律的な運営による適正な管理を
促進すること。

【基本方針】
「マンション管理の状況の継続的な把握」「管理組合の自律的な維持管理の促進」
「管理不全を未然に防ぐための管理組合への能動的な支援」

○マンションの管理の適正化を推進するために、管理実態の把握や管理計画の認定制度
の普及・促進、専門家・アドバイザー派遣やマンションの改修・建替えへの支援等、
管理適正化に向けた施策を位置付けている。

○また、管理・運営が適正でないマンションについては、
必要に応じて助言・指導等を行います。



なるほど
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＜認定を受けることで期待されるメリット＞

1）適正に管理されたマンションであることが公表されることで市場において評価される！

→管理組合の同意があれば、堺市のHPにも認定マンションとして掲載されます！

2）住人の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる！

3）住宅金融支援機構の融資の金利引下げや債券の利率上乗せが

令和5年度以降、受けられる！

→NEXT 認定制度の概要



国の定める基準
（全16項目）

堺市の追加基準
（全6項目）

堺市の
管理計画認定マンション

管理組合の運営

1 管理者等が定められていること。

2 監事が選任されていること。

3 集会が年1回以上開催されていること。
監
事
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国の定める基準

管理規約

4 管理規約が作成されていること。

5 マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なとき
の専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。

6 マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、
管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付（又は電磁的方法による提供）
について定められていること。

管理組合の経理

7 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。

8 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。

9 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割
以内であること。
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長期修繕計画

国の定める基準

長期修繕計画の作成及び見直し等

10 「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき
算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。

11 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること。

12 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30 年以上で、かつ、
残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。

30年

大規模修繕
1回目

大規模修繕
2回目

策定

申請時点
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国の定める基準

その他

16 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、
災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えている
とともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。

13 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。

14 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された
修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。

15 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画と
なっていること。

組合員名簿 居住者名簿

理
事

居住者＝組合員ではない
場合があるので、両方必要です

氏名 住所 緊急連絡先

埴輪 太郎 堺市○区…… 828-828-00000

埴輪 花子 堺市○区…… 828-828-11111

住宅 まち子 堺市○区…… 828-828-22222

建築 とし男 堺市○区…… 828-828-33333

氏名 住所 緊急連絡先

堺 太郎 堺市▲区…… 828-828-82828

堺 花子 堺市▲区…… 828-828-11828

住宅 まち子 堺市○区…… 828-828-22222

のだ はにき 堺市■区…… 828-828-82811
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昭和56年
5月31日以前

❶新築された時期などで追加基準が異なります。

新築時期
※確認済書の
交付日

❷上記に加え、建築基準法第12条第1項に基づく定期報告対象建築物は、22も追加基準です。

①3階以上に住宅用途があり、住宅用途に供する床面積の合計が1,000㎡以上または②5階以上に住宅用途があり、住宅用途に供する床面積の合計が500㎡以上

昭和56年6月1日以降に新築または

耐震性があるマンションの

追加基準は20、21

耐震性が不足しており、
耐震改修計画認定を

取得しているマンションの

追加基準は19～21

耐震性が不足しており、
耐震改修計画認定を

取得していないマンションの

追加基準は18と20、21
耐震診断未実施のマンションの

追加基準は17と20 、21

耐震診断を
受けている

いいえ

診断の結果、
耐震性がある

はい

はい

耐震改修計画認定
を取得している

いいえ

いいえ

はい

堺市の追加基準

昭和56年
6月1日以降
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堺市の追加基準

17 耐震診断未実施マンション※においては、マンション管理計画認定申請日から
5年以内に耐震診断を実施することを総会等において決議されていること。
※ 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したマンションで耐震診断を実施していないマンション

18 耐震診断を実施済みの旧耐震マンションにおいては、耐震診断の結果、
耐震性が不足するものである場合、以下のいずれかの基準に適合すること。

・耐震改修計画認定※をマンション管理計画認定申請日から5年以内に取得することを
総会等において決議されていること。

・建替え等に向けて総会等において議論を行っていること。ただし、耐震診断実施後
10年を超えて議論を行っている場合にあっては、耐震化に係る進捗が無いものとし、
原則としてマンション管理計画の認定を行わない。

19 耐震改修計画認定を取得している場合、その計画に基づく耐震改修工事がマンション
管理計画認定申請日から5年以内に完了することを長期修繕計画に記載していること。

※ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条の規定に基づく 建築物の耐震改修の計画認定

昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したマンションには、17～19の基準を求めません。
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20 マンションの防災上の特色や管理組合等が行う防災対策等について
「防災アクションプラン」として明文化し、これを管理規約等に定めること。

➡「防災アクションプラン」の作成の手引きや参考様式を市HPに掲載しています。

21 管理組合専用の郵便受けを設置していること。

➡認定された管理組合へは、市から管理組合宛に認定通知を送付します。

その他、堺市よりセミナー案内やアンケートを送付することがあります。

22 建築基準法第12条第1項に基づく定期報告において報告された要是正項目（既存不適
格を除く）について、改善予定を長期修繕計画に記載していること。（定期報告の対
象となる建築物に限る）

必須

必須

堺市の追加基準
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メゾン・ド・ハニワ

防災アクションプラン

abcddfdhdddlmdopdrstuvwdddabcd

dfdhdddlmdopdrstuvwdddabcddf

dhdddlmdopdrstuvwddd

abcddfdhdddlmdopdrstuvwddda

bcddfdhdddlmdopdrstuvwdddabc

ddfdhdddlmdopdrstuvwdddabcdd

fdhdddlmdopdrstuvwddddfdhdddl

mdopdrstuvwdddabcddfdhdd

dlmdopdrstuvwddd
abcddfdhdddlmdo
pdrstuvwdddabcd
dfdhdddlmdopdr
stuvwdddabcdd
fdhdddlmdopdrs
tuvwddd

市HP二次元コード



申請パターン

申請パターン

❶「管理計画認定手続き支援サービス」※

（以下、支援サービス）を経由し、申請

❷マンション管理士の事前確認後、申請

❸「マンション適正評価制度」
と併せて申請

❹（一社）日本マンション管理士会連合会
（以下、連合会）経由で

「マンション管理適正化診断サービス」
と併せて申請

➎事前確認なしで市と事前協議後、申請

それぞれの手数料はP18に掲載 14※（公財）マンション管理センターが運営するオンラインシステム

主な手続きの流れ

①支援サービス経由でマンション管理士が事前確認を実施
②支援サービスから認定申請
③堺市が市基準を審査
④認定

①マンション管理士が事前確認を実施
②支援サービスから認定申請
③堺市が市基準を審査
④認定

①委託先の管理会社等を経由し、マンション適正評価を実施、
併せてマンション管理士が事前確認を実施

②（一社）マンション管理業協会経由で支援サービスに
事前確認結果を送信

③支援サービスから認定申請
④堺市が市基準を審査
⑤認定

①連合会で、診断サービスを実施、併せて認定申請を依頼
②連合会経由で支援サービスに申請情報等を送信
③支援サービス経由でマンション管理士が事前確認を実施
④支援サービスから認定申請
⑤堺市が市基準を審査
⑥認定

①堺市が、国基準と市基準を確認・審査
②認定

特徴

事前確認講習を修了しているマンション管理士への

直接依頼が不要
詳細はマンション管理センターへ

事前確認講習を修了しているマンション管理士へ

直接依頼が必要
詳細はマンション管理センターへ

マンション適正評価制度とは…

管理状態を5つのカテゴリーに分類し、
ソフト面（現在の管理組合など）とハード面（建物／

設備の維持管理）の両面から、30項目について評価し、
インターネットで情報を公開され、市場価値の向上
が期待される。詳細はマンション管理業協会へ

マンション管理適正化診断サービスとは…

管理状況全般を対象に、目視・書類チェック・

ヒアリングを行い、診断結果やアドバイスを記載した
診断レポートを提供。建物設備や管理水準の維持・

向上を図るための基礎資料として活用できるほか、
日新火災海上保険（株）のマンション共用部分用火災
保険において割引適用制度が利用可となる。
詳細は連合会へ

外部機関を通しませんが、事前確認がないため、

❶よりも時間を要します



申請パターン

主な手続きの流れ 特徴

①支援サービス経由でマンション管理士が事前確認を実施

②支援サービスから認定申請

③堺市が市基準を審査

④認定

事前確認講習を修了している

マンション管理士への直接依頼が不要
詳細はマンション管理センターへ

それぞれの手数料はP18に掲載
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※（公財）マンション管理センターが運営するオンラインシステム

❶「管理計画認定手続き支援サービス」※を経由し、申請

主な手続きの流れ 特徴

①マンション管理士が事前確認を実施

②支援サービスから認定申請

③堺市が市基準を審査

④認定

事前確認講習を修了している

マンション管理士へ直接依頼が必要
詳細はマンション管理センターへ

❷マンション管理士の事前確認後、申請



申請パターン

主な手続きの流れ 特徴

①委託先の管理会社等を経由し、
マンション適正評価を実施、
併せてマンション管理士が事前確認を実施

②（一社）マンション管理業協会経由で支援サービス
に事前確認結果を送信

③支援サービスから認定申請

④堺市が市基準を審査

⑤認定

マンション適正評価制度とは…

管理状態を5つのカテゴリーに分類し、

ソフト面（現在の管理組合など）とハード面

（建物／設備の維持管理）の両面から、

30項目について評価し、インターネットで

情報を公開され、市場価値の向上が期待される。

詳細はマンション管理業協会へ
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❸「マンション適正評価制度」と併せて申請



申請パターン

主な手続きの流れ 特徴

①連合会で、診断サービスを実施、併せて認定申請を依頼

②連合会経由で支援サービスに申請情報等を送信

③支援サービス経由でマンション管理士が事前確認を実施

④支援サービスから認定申請

⑤堺市が市基準を審査

⑥認定

マンション管理適正化診断サービスとは…

管理状況全般を対象に、目視・書類チェック・

ヒアリングを行い、診断結果やアドバイスを

記載した診断レポートを提供。

建物設備や管理水準の維持・向上を図るため

の基礎資料として活用できるほか、

日新火災海上保険（株）のマンション共用部分

用火災保険において割引適用制度が利用可とな

る。

詳細は連合会へ
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❹（一社）日本マンション管理士会連合会経由で
「マンション管理適正化診断サービス」と併せて申請



堺 市

④認定申請 ⑤認定

申請の流れ（❶「管理計画認定手続き支援サービス」を経由し、申請 の場合）

堺市追加基準の審査、認定

事前確認適合証がある場合よりも審査に時間を要します。

堺市内のマンション管理組合
（申請者は管理組合の管理者等（理事長など））

マンション管理士

①事前確認依頼

②事前確認

③事前確認適合証

（公財）マンション管理センター

国の定める基準の審査

①から⑤に要する期間：3か月程度～
18



堺市内のマンション管理組合
（申請者は管理組合の管理者等（理事長など））

・認定を申請することについて、 集会（総会）で決議

・基準を満たしていることがわかる書類を整理

①管理計画認定手続支援サービス（WEB）で
事前確認の申請
（要手数料）

1～2か月程度（②事前確認）

③システム上で「事前確認適合証」が発行されるので、
「認定申請」ボタンを押下

マンション管理士

③事前確認適合証

②事前確認

（公財）マンション管理センター

国の定める基準の審査
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申請の流れ（❶「管理計画認定手続き支援サービス」を経由し、申請 の場合）

①事前確認申請



堺 市

⑤認定

堺市追加基準の審査、認定

④「堺市電子申請システム」（WEB）から堺市へ認定申請を行う。
・必要書類（堺市追加基準に関する書類等）をシステム上で添付

市が内容を確認し、堺市への手数料を通知

【手数料の納付】
パターン1：堺市電子申請システム上でのクレジットカード決済
パターン2：市から郵送する納付書で納付

【審査】
・手数料の納付が確認できたら、審査を開始
・長期修繕計画が1の場合、審査期間は14日程度
※計画が1増えるたびに+７日

※書類の不備等により、審査が中断した時は、その中断期間を審査期間に含めない

⑤認定
・審査完了後、認定通知書を郵送します。

堺市内のマンション管理組合
（申請者は管理組合の管理者等（理事長など））
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申請の流れ（❶「管理計画認定手続き支援サービス」を経由し、申請 の場合）

④認定申請



◆上記のうち、堺市の認定（新規・更新）手数料

長期修繕計画が1つ、もしくは複数ある場合の1つ目の審査に係る手数料

事前確認適合証あり (申請パターンの❶～❹) 6,500円 事前確認適合証なし (申請パターンの➎) 30,400円

長期修繕計画が複数ある場合の2つ目以降の長期修繕計画の1計画数あたりの加算額

事前確認適合証あり (申請パターンの❶～❹) 2,800円 事前確認適合証なし (申請パターンの➎) 17,100円

※団地等で作成する長期修繕計画において、複数棟の計画が含まれている場合にあっては、各棟の計画を１つの長期修繕計画とみなします。同じマンションでも、複数の長期修繕計画がある場合は、加算額が必要です。

申請パターン (例)  長期修繕計画が 1計画 の場合の 手数料

❶「管理計画認定手続き支援サービス」
を経由し、申請

システム利用料 10,000円（マンション管理センター）※1

事前確認手数料 10,000円（マンション管理センター）★

堺市の認定手数料 6,500円（堺市） →¥26,500 R4年度に事前確認すれば→

❷マンション管理士の事前確認後、申請
事前確認手数料 委託するマンション管理士とお決めください
システム利用料 10,000円（マンション管理センター）※1

堺市の認定手数料 6,500円（堺市） →¥16,500+α

❸「マンション適正評価制度」
と併せて申請

登録（更新）料 5,500円（マンション管理業協会）★※2

事前確認手数料 委託する管理会社等とお決めください
システム利用料 10,000円（マンション管理センター）
堺市の認定手数料 6,500円（堺市） →¥22,000+α R4年度に事前確認すれば→

❹（一社）日本マンション管理士会連合会
（以下、連合会）経由で

「マンション管理適正化診断サービス」
と併せて申請

診断料 無料
システム利用料 10,000円（マンション管理センター）※1

事前確認手数料 10,000円（マンション管理センター）★

堺市の認定手数料 6,500円（堺市） →¥26,500  R4年度に事前確認すれば→

➎事前確認なしで市と事前協議後、申請 堺市の認定手数料 30,400円（堺市） →¥30,400

認定に係る手続き手数料

※1申請あたり（複数計画を1申請で事前確認する場合は¥10,000）、不適合時の払い戻しなし。 ※2 毎年更新（更新料）が必要。 ★のついている手数料は、令和4年度は無料！
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認定の有効期間

認定されたマンションは…

・認定を取得した日から5年間。更新を行うと、引き続き認定を取得することができます。

・更新手続きは新規の認定手続きと同じです。

・管理組合の同意があれば、市HP や マンション管理センターHP に掲載します！

・計画の内容に変更があった場合は、必ず堺市へ届出をしてください。

◆認定内容の変更に係る堺市への手続き手数料

管理規約が1つ、もしくは複数ある場合の1つ目の審査に係る手数料 4,700円

管理規約が複数ある場合の2つ目以降の管理規約の１規約数あたりの加算額 2,800円

長期修繕計画が1つ、もしくは複数ある場合の1つ目の審査に係る手数料 10,600円

長期修繕計画が複数ある場合の2つ目以降の長期修繕計画の1計画数あたりの加算額 5,300円

※管理規約及び長期修繕計画以外の変更（管理者等の変更、計画期間や資金計画の変更を伴わない修繕の内容または実施時期の変更など）
の場合は、手数料は不要ですが、届出は必要です。
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認定制度に関する
市HP二次元コード

その他詳細・お問い合わせ

・その他詳細は、市HPをご確認いただくか、住宅まちづくり課（☎072-228-8215）まで
お問い合わせください。



分譲マンションに対する堺市の支援策

堺市住宅専門家相談（無料）

管理相談（マンション管理士）：分譲マンションの管理・運営に関する相談（奇数月のみ）

法律相談（弁護士）：マンションでのトラブル等、法律に関する相談（毎月）

・市役所で住宅に関する専門家相談（対面形式）を実施。
・電話またはFAXで要予約。初回相談者優先。各先着3組。

堺市分譲マンション建替え支援制度（補助金）
・分譲マンションの建替えを行おうとする管理組合に対し、合意形成段階に応じてアドバイザーの活用のために
要する費用の一部を補助。各STEP、1回限りの利用。

・申請前に、堺市との事前協議が必要。

【対象】建替えの検討に向けた勉強会等を行う管理組合
【内容】管理組合に建替えの検討組織を発足させるための合意形成活動STEP1

【対象】集会で建替えの検討組織等が設置された管理組合
【内容】建替え推進決議に向けた合意形成活動STEP2

【対象】建替え推進決議で3/4以上の合意を得た管理組合
【内容】建替え決議に向けた合意形成活動STEP3

建替え決議 ➡ 建替えへ

上限額500万円
アドバイザー契約に
要する費用の2/3

上限額50万円
アドバイザー契約に
要する費用の1/2

上限額250万円
アドバイザー契約に
要する費用の1/2
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※令和4年度の制度内容です

各月の開催日や予約受付期間など
詳細は市HPをご確認ください。



堺市の支援策

大規模団地及び分譲マンションの建替えに係る開発行為等の手続きの緩和

【制度概要】
⼤規模団地及び分譲マンションを⽼朽化などの理由により建替えを行う開発行為等について、「一定の要件」を満たす開発行為は、

堺市開発行為等の手続きに関する条例第7条に定める公共施設・公益施設等の協議は不要となります。

【目的】
都市基盤の整備が完了した開発行為等については、公共施設・公益施設等の協議を不要とすることで、建物の設計の⾃由度を高め、

⼿続きに要する時間的コストなど開発者等の負担を軽減し、建替えを促進することを目的としています。

【開発手続条例による協議が不要となる項目（例）】
道路、駐車場、排水・水道施設、緑地、集会施設、ごみ集積場、雨水流出抑制施設などの公共・公益施設

※開発手続条例第５条に規定する「計画の公開」は従前どおり適用。

【一定の要件】※以下の全ての要件に該当することが条件。

(1)少なくとも一方が道路幅員6ｍ以上の道路に接道しており、他⽅が4ｍ以上の道路に接道しているもの

※ただし、6ｍ以上の道路については、⼟地区画整理事業の事業計画で幅員6ｍ以上の道路を含み、4ｍ以上の道路については、実測4ｍ以上とする。

(2)主要用途が共同住宅の用に供し、堺市開発行為等の手続きに関する条例第2条第2号に定める中高層建築物等に該当するもの

(3)共同住宅の各⼾の専有面積が40㎡以上であり、55㎡以上でかつ居室が2以上のものが全体⼾数の8割以上であるもの

※ただし、権利変換住⼾（従前区分所有者が建替え後に取得する住⼾）についてはこの限りではありません。

(4)防災及び環境に配慮した設備等を備えるもの（詳細は次ページ）

で、「⼿続き」はどうしたらいいの？？ まずは開発要否判定前に、住宅まちづくり課へご相談を！ 24

※令和4年度の制度内容です
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●防災アクションプラン
の策定

日頃からの住民の防災意識を高め、災害時に円滑に防災活動を行うことができるよう年に1回以上防災訓練を行う
とともに災害時のマンション住民の生活維持や、地域への貢献に寄与するため、マンションの防災上の特色や

管理組合等が行う防災対策等について「防災アクションプラン」として明文化し、これを管理規約等に定めること

●防災用備蓄倉庫の設置 共用部に防災倉庫を設置し、救出・救助資器材や以下の防災関連の備蓄物資等を備蓄すること

●飲料水の確保
※右記のうち、
1項目以上を選択

〇小型造水機を設置すること（ただし、有効な水源があること）

〇飲料水を⼾数×42リットル以上備蓄すること

家庭備蓄と合わせて確保する場合は、各家庭において備蓄すべき数量を防災アクションプランへ明記すること

●食事の確保
※右記のうち、
1項目以上を選択

〇煮炊き不要な食事を⼾数×21食以上備蓄すること

家庭備蓄と合わせて確保する場合は、各家庭において備蓄すべき数量を防災アクションプランへ明記すること

〇炊き出し実施可能なかまどベンチ（かまどベンチ用燃料、⼤型鍋等を含む）を確保すること

かまどベンチは200⼾当たり1基（かまど2台）以上とし、燃料の量は1日3食7日間炊き出しをするために必要な数量以上とすること

「防災に配慮した設備等」とは・・・

●環境に配慮した設備
の導入

※右記のうち、
1項目以上を選択

〇駐車スペースへの電気⾃動車用充電設備の設置
電気自動車用充電設備を敷地内の自走式駐車場等に駐車区画数に対して適切な基数を設置すること（カーシェアリングを含む）

〇太陽光発電システム及び蓄電池の設置
太陽光発電システムについては、マンション共用部で自家消費が最⼤限可能な容量とすること
蓄電池システムについては、併設する太陽光発電システムを最⼤限活用可能な容量とし、停電時にはマンション共用部の
照明設備が使用可能なものとすること（可能な限り、エレベータ及び給水ポンプが使用可能なものが望ましい）
また、集会所を設置する場合は、集会所の空調・照明設備及び100V用コンセントが使用可能なものとすること

〇太陽光発電システム及び電気⾃動車用充放電設備〔V2M〕の設置
太陽光発電システムについては、マンション共用部で自家消費が最⼤限可能な容量とすること
集会所を設置する場合は、電気自動車用充放電設備を集会所に併設することにより、停電時に集会所の空調・照明設備及び100V用コンセントが
使用可能なものとすること

〇マンション向け家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）等の設置
エネファーム、太陽熱利用システムを組合せた高効率給湯器、電力の需給調整が対応可能な高効率給湯器のうち、いずれかを全⼾に設置すること

「環境に配慮した設備等」とは・・・
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