
 弘前型スマートシティの実現には、基本方針に基づき、市民、事業者、行政が一体となって、協働して継続
的に取組みを進める必要があります。また、技術面での大学等の研究機関との連携のほか、取組みの方向性や
施策の内容を外部の視点から評価し、適切に修正していくことも重要です。 

 そこで、弘前型スマートシティ構想の推進に当たっては、フェーズ1において組織化した産学金官の連携組
織である弘前型スマートシティ推進協議会を推進体制の土台としながら、「市民」、「事業者」、「弘前市」
の協働を中心として、取組みを進めます。 

 

 

・市民（各家庭）の取組み 

 太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入 

 住宅の断熱性向上を含めた省エネルギー化 

 地域で作られた電気の積極的な購入 

 

・事務所・工場等の取組み 

 再生可能エネルギーの導入・工場廃熱等の活用 

 木質バイオマス等の地域資源を活用した燃料製造・利用 

 散水融雪に利用した地下水等の地域内二次利用 

 

・大学及び研究機関の取組み 

 スマートシティを担う各種技術に関する基礎研究 

 技術開発に係る民間企業との共同研究・受託研究 

 小中学校・高校等におけるエネルギー環境教育の支援 

 行政の専門分野における共同研究 

 

 弘前型スマートシティの実現に向けて、構想の趣旨
に賛同する民間企業等と市が連携して弘前型スマート
シティ推進協議会を設立し、会員相互において情報の
交換・共有等を定期的に行いながら、産学金官が連携
してプロジェクトの推進に取り組んでいます（平成
28年度末時点で125社・団体が加盟）。 

 

 会員相互の連携により、新たなプロジェクトの創出
や市民及び他の事業者等への啓発活動を通じて、地域
が一体となってスマートシティ実現をめざす機運の醸
成及び取組みの加速化が期待されます。 

 

 フェーズ2では、弘前型スマートシティ構築のさら
なる推進を目的として、市外組織と広域連携すること
で、より強固な体制の構築を図ります。 

問い合わせ先 弘前市役所 都市環境部 スマートシティ推進室 
 〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1-1 
  TEL(0172)35-1111（代） FAX(0172)35-7956 
  URL http://www.city.hirosaki.aomori.jp/ 

弘前型スマートシティ構想 
改訂版概要 

 
豊かな資源を活用した世界一快適な雪国 弘前 
～次の世代を担う子供たちが安心して活躍していけるまちをめざして～ 

平成2９年３月 

青森県弘前市 

推進体制 

スマートシティ推進協議会 

弘前型スマート 
シティ推進協議会 

市民 外部ア
ドバイ
ザー 

弘前市 

研究 
機関 

事業者 

意見交換 

提案から実証・課題解決まで 
協議会で対応可能 

提案 

実証 

課題抽出 報告 

弘前型スマートシティ推進協議会 

再生可能 
エネルギー 

部会 

雪対策 
部会 

街づくり 
部会 

ICT関連
部会 

弘前型スマートシティ構想の推進体制 

スマートシティ推進協議会の実施体制 
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エネルギー 

 本プロジェクトでは、産学金官及び市民との連携に
より、再生可能エネルギー・未利用熱を活用した融雪
システムの実用化を図ります。 

 フェーズ2では融雪推進の他、空き家等で使われない
土地の活用を検討します。 

 将来的には、再生可能エネルギーを最大限利用した
融雪システムの展開を核として、重機による除排雪作
業の課題を補完します。また、市民協働や公民連携に
よる資金面・管理面の課題解決、AIロボット搭載の雪
氷作業車自動運転の実証等、本プロジェクトの次世代
への波及性を高めます。 

 

 本プロジェクトでは、再生可能エネル
ギーを活用した低コストでクリーンな暖房
の導入や省エネ住宅等の整備を推進します。 

 フェーズ2では、地域連携による木質バ
イオマスのサプライチェーン構築及び
ZEH・ZEBなどの省エネルギー技術等を活
用した熱利用最適化を検討します。 

 将来的には再生可能エネルギー等による
地域熱供給体制の実現により、地域の熱利
用を最適化し、化石燃料の消費抑制と一年
を通して快適に生活できる住環境を整備し
ます。 

 

 本プロジェクトでは、未利用である雪資源の活用を行います。 

 フェーズ2では、雪氷冷熱利用の推進とともに、雪室で冷蔵された市内
農産品等の地域ブランド化を図ります。 

 将来的には、雪をエネルギー源として活用し、地域に利益をもたらすし
くみの実現を図ります。 

 本プロジェクトでは、自立分散型エネルギーの導入等
により災害時に市民生活や経済・社会活動の継続に必要
なエネルギーを確保することで、エネルギーの自立性と
地域のレジリエンス性の向上を図ります。 

 フェーズ2では、再生可能エネルギー導入促進、本庁舎
を核としたエネルギーネットワーク及びVPP（仮想発電
所）の構築、地元事業者主体の地域新電力によるエネル
ギーの地産地消推進等を検討します。 

 将来的には、エネルギーの地産地消を通じて、より暮
らしやすく、そして豊かな地域への発展を図ります。 

• 地中熱や下水熱、地下水熱等の再生可能エネルギーによ
る融雪導入 

• 融雪システムを除排雪困難地区等に導入 
• 空き家を解体した土地・空き地の雪対策への利活用検討 

• 地域の主要施設、小学校等の避難施設への自立分散型エネル
ギー設備及びEMS導入によるエネルギー有効利用推進 

• 市役所新庁舎を核としたエネルギーネットワークの構築と地
域全体への波及 

• バイオマスや中小規模風力、未利用熱等の再生可能エネル
ギー利用の促進 

• 地域主体の新電力会社によるエネルギー地産地消の強化 

• 再生可能エネルギー、未利用エネルギーによりグリーンな水素
エネルギーを製造する技術の確立 

• グリーンな水素を地域の中で利用する基盤と体制の構築 
• エネルギーを外部に依存している化石燃料消費社会から、地産
地消の水素エネルギーを利用する社会への移行 

スマート化

・地中熱や地下水熱、木質バイオマスなどの再生可能エネルギーによる冷暖房を導入
・工場排熱やエネルギーセンターからの地域熱供給
・化石燃料に頼らない住環境を整備

地中熱・地下水熱

熱
りんご剪定枝
による暖房

地域熱供給

熱
スマート化

・地中熱や地下水熱、木質バイオマスなどの再生可能エネルギーによる冷暖房を導入
・工場排熱やエネルギーセンターからの地域熱供給
・化石燃料に頼らない住環境を整備

地中熱・地下水熱

熱
りんご剪定枝
による暖房

地域熱供給

熱

地中熱・下水熱

ZEB

ZEH

• 地域内の地中熱、地下水熱、津軽地域の木質バイオマ
ス等の再生可能エネルギーを活用した冷暖房を導入 

• 工場排熱やエネルギーセンターからの地域熱供給 
• 化石燃料に頼らない住環境の整備 

く  ら  し 
融雪推進・快適外出プロジェクト 

スマート化

地中熱・下水熱・地下水熱等

熱

快適住環境プロジェクト 

雪資源活用プロジェクト 

エネルギー自律・地産地消推進プロジェクト 

次世代グリーンエネルギー利用モデル構築プロジェクト 

 弘前型スマートシティの実現に向け、フェーズ2で想定されるプロジェクトは次のとおりです。プロジェクトの実施に際しては、事業性の評価と継続的な検証を行うことで、弘前型スマートシティを確実に、効率的に
実現することをめざします。 

フェーズ2のプロジェクト 

スマート化
ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ

コージェネ 電気
電気

情報
ﾈｯﾄﾜｰｸ

太陽光発電

EMS

災害等によるエネルギー途絶

地熱発電

未利用熱の活用

ＩＣＴ 

• 「過去」からの地域史、農業等の経験に基づく知識・
情報・伝統技術等をICTによりアーカイブ化 

• 「現在」の医療・福祉・教育・公共交通・行政サービ
ス等ICTを活用し、様々な場面をICカード等1つのア
イテムで対応できるしくみの実現 

 本プロジェクトでは、ICT等を活用することで、市民生
活の利便性・快適性向上を図ります。 

 フェーズ2では、マイナンバーカードの利用に関する動
向を見据えつつ、ICカード等の1つのアイテムで対応でき
る仕組みの構築を検討します。 

 将来的には、行政、医療・福祉、教育、公共交通等の利
便性をより向上させるとともに、弘前市が長く積み上げて
きた歴史・伝統・文化等の資産を次世代へつなぐための基
盤や環境の整備実現を図ります。 

 

スマート化

・地域史、農業や伝統工芸、地酒造りなどの経験に基づく知識・情報・伝統技術などを、
ICTを活用してアーカイブ化
・子供から高齢者まで、世代を問わず誰もが利用でき、守り伝えていけるよう情報共有

経験知識

技術
歴史

経験

技術
歴史

知識

いつでも誰もが
利用可能

スマート化

・地域史、農業や伝統工芸、地酒造りなどの経験に基づく知識・情報・伝統技術などを、
ICTを活用してアーカイブ化
・子供から高齢者まで、世代を問わず誰もが利用でき、守り伝えていけるよう情報共有

経験知識

技術
歴史

経験

技術
歴史

知識

いつでも誰もが
利用可能

スマート化

・地域史、農業や伝統工芸、地酒造りなどの経験に基づく知識・情報・伝統技術などを、
ICTを活用してアーカイブ化
・子供から高齢者まで、世代を問わず誰もが利用でき、守り伝えていけるよう情報共有

経験 知識

技術
歴史

経験

技術
歴史

知識

いつでも誰もが
利用可能

技術

生活

生活

スマート化

・地域史、農業や伝統工芸、地酒造りなどの経験に基づく知識・情報・伝統技術などを、
ICTを活用してアーカイブ化
・子供から高齢者まで、世代を問わず誰もが利用でき、守り伝えていけるよう情報共有

経験知識

技術
歴史

経験

技術
歴史

知識

いつでも誰もが
利用可能

スマート化

・地域史、農業や伝統工芸、地酒造りなどの経験に基づく知識・情報・伝統技術などを、
ICTを活用してアーカイブ化
・子供から高齢者まで、世代を問わず誰もが利用でき、守り伝えていけるよう情報共有

経験知識

技術
歴史

経験

技術
歴史

知識

いつでも誰もが
利用可能

スマート化

・地域史、農業や伝統工芸、地酒造りなどの経験に基づく知識・情報・伝統技術などを、
ICTを活用してアーカイブ化
・子供から高齢者まで、世代を問わず誰もが利用でき、守り伝えていけるよう情報共有

経験 知識

技術
歴史

経験

技術
歴史

知識

いつでも誰もが
利用可能

技術

生活

生活

ICTによる「地域の知と智」の集積・一元化プロジェクト 

• 携帯端末等を活用して、あらゆる地域情報が取得できる環境の
設備 

• 年齢や国籍を問わずあらゆる観光客や来訪者が、初めて市内を
訪れる場合でも、自由に安心して観光が可能となる環境を整備 

 本プロジェクトでは、ICTの活用により、観光情報の
充実及び交通機関の利便性向上を図ります。 

 フェーズ2では、 IoTを活用して観光客のニーズを把
握しつつ、観光客向け携帯端末の導入、市内のWi-Fi環
境整備等、観光客の満足度及び利便性向上につながる
取組みを検討します。 

 将来的には、ICTを観光分野に活用することで、グ
リーンでスマートな観光ができる環境を整え、観光都
市としてのさらなる付加価値を高めます。 

ICTによるスマート観光都市実現プロジェクト 

 将来的には、津軽地域の豊富な再生可能エネルギー及び未利用エネ
ルギーにより製造した水素を活用することで、外部からのエネルギー
供給に依存している化石燃料消費社会からグリーンな水素エネルギー
を利用する社会への移行を目指します。 

データ 
センター 

住宅・ビル・学校 

支所・SS 

太陽光・蓄電池・EV・FCV 
系統電力 

電力 

情報 

熱 

地熱発電 

病院 商業施設 

燃料電池・コージェネ・ 
地域熱供給 

EMS・ 
地域新電力 

中小規模 
風力発電 

地中熱・下水熱・ 
地下水熱融雪 

水素供給 

太陽光・蓄電池・EV 

市役所 

弘前型スマートシティのイメージ 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災において、弘前市は電気や
暖房用燃料等の途絶による生活への大きな影響を経験し、エネルギーの
自給率向上や効率的な利用の重要性を改めて強く認識しました。 

そこで弘前市は、再生可能エネルギーの効率的利用やICTの活用により、
「災害に強く、市民が暮らしやすい魅力ある低炭素・循環型のまち」を
実現し、それを次世代に継承するために、平成25年3月に「弘前型ス
マートシティ構想」を策定し、弘前型スマートシティの実現に向けた取
組みを進めてきました。 

スマートシティに関わる技術は日進月歩であり、社会情勢もまた急速に
変化していることから、これまでの取り組みで見えてきた課題等も的確
に捉えながら、より実効性のある形でスマートシティの実現に取り組む
ため、このたび弘前型スマートシティ構想を改訂しました。 

 弘前型スマートシティ構想は、具体的なプロジェクトを展開する期間をフェーズ1、フェーズ2として、平
成25年度から平成32年度までの8年間を計画期間としています。 

 さらに、平成42年度までの10年間を、革新的技術による高度なエネルギー利用やサービス提供により、災
害に強く魅力ある持続可能なまちを実現する段階であるフェーズ3として設定しています。 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33～H42 

フェーズ1 フェーズ3 フェーズ2 

革新技術の導入 
既存技術・先進技術の導入 
革新技術の可能性調査 

既存技術の導入・ 
先進技術の可能性調査 

期
間 

技
術
要
素 

スマートシティの各要素の開発 ・各要素の開発・普及 
・地域内でのエネルギー供給体制の構築 

・弘前型スマートシティの拡大 
・エネルギー自律の実現 

改訂 

計画期間 

改訂の経緯 

フェーズ２（平成2９～３２年度） 

 既存技術・先進技術の導入 
 革新技術の可能性調査 

エネルギー

：情報通信網

医療・福祉

道路・交通
行政サービス

教育産業

 スマートシティとは、家庭、産業、
交通などの分野をはじめとした都市全
体の電気や熱、輸送燃料等のエネル
ギーの供給・利用が高度に効率化され
た都市を指します。 
 
 スマートシティの実現に向けては、 
ICTを活用して効率的に需給バランスを
とり、電力の安定供給を実現するため
の電力送配電網であるスマートグリッ
ドの整備を進めていきます。 

スマートシティとは 

 スマートシティは、今後ますます懸念が高まる地球温暖化やエネルギー危機、高齢化問題などの課題への
解決策として期待されています。また、スマートシティの情報通信インフラは、エネルギーだけではなく、
医療・保健・福祉等の様々な分野での活用が期待されています。 

「
災
害
に
強
く
魅
力
あ
る 

持
続
可
能
な
ま
ち
」
の
実
現 

一般的なスマートシティのイメージ 

弘前型スマートシティ構想改訂の
経緯 

弘前型スマートシティ構想の計画期間 

平成23年 
エネルギー自給率・効率的利用の
重要性の認識（東日本大震災） 

平成25年３月 
弘前型スマートシティ構想の策定 

フェーズ１（平成25～2８年度） 

 既存技術の導入 
 先進技術の可能性調査 

構想改訂 

 本プロジェクトでは、再生可能エネルギーにより、弘前市内で水素エネル
ギーを地産地消する「弘前型水素利用社会モデル」の構築を図ります。 

 フェーズ2では、引き続き再生可能エネルギーを活用した水素事業の検討を
行います。 
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スマート化

燃料電池

燃料電池
自動車

水素化石燃料

エネルギーを外部に依存 エネルギーの地産地消

H2

スマート化



エネルギー 

  

 本プロジェクトでは、産学金官及び市民との連携によ
り、再生可能エネルギー・未利用熱を活用した融雪シス
テムの実用化を図ります。 

 フェーズ2では融雪推進の他、空き家等で使われない
土地の活用を検討します。 

 将来的には、再生可能エネルギーを最大限利用した融
雪システムの展開を核として、重機による除排雪作業の
課題を補完します。また、市民協働や公民連携による資
金面・管理面の課題解決、AIロボット搭載の雪氷作業車
自動運転の実証等、本プロジェクトの次世代への波及性
を高めます。 

 

 本プロジェクトでは、再生可能エネル
ギーを活用した低コストでクリーンな暖房
の導入や省エネ住宅等の整備を推進します。 

 フェーズ2では、地域連携による木質バイ
オマスのサプライチェーン構築及びZEH・
ZEBなどの省エネルギー技術等を活用した
熱利用最適化を検討します。 

 将来的には再生可能エネルギー等による
地域熱供給体制の実現により、地域の熱利
用を最適化し、化石燃料の消費抑制と一年
を通して快適に生活できる住環境を整備し
ます。 

 

 本プロジェクトでは、未利用である雪資源の活用を行います。 

 フェーズ2では、雪氷冷熱利用の推進とともに、雪室で冷蔵された市内
農産品等の地域ブランド化を図ります。 

 将来的には、雪をエネルギー源として活用し、地域に利益をもたらすし
くみの実現を図ります。 

 本プロジェクトでは、自律分散型エネルギーの導入等
により災害時に市民生活や経済・社会活動の継続に必要
なエネルギーを確保することで、エネルギーの自立性と
地域のレジリエンス性の向上を図ります。 

 フェーズ2では、再生可能エネルギー導入促進、本庁
舎を核としたエネルギーネットワーク及びVPP（仮想発
電所）の構築、地元事業者主体の地域新電力によるエネ
ルギーの地産地消推進等を検討します。 

 将来的には、エネルギーの地産地消を通じて、より暮
らしやすく、そして豊かな地域への発展を図ります。 

• 地中熱や下水熱、地下水熱等の再生可能エネルギーによる融雪
導入 

• 融雪システムを除排雪困難地区等に導入 
• 空き家を解体した土地・空き地の雪対策への利活用検討 

• 地域の主要施設、小学校等の避難施設への自立分散型
エネルギー設備及びEMS導入によるエネルギー有効利
用推進 

• 市役所新庁舎を核としたエネルギーネットワークの構
築と地域全体への波及 

• バイオマスや中小規模風力、未利用熱等の再生可能エ
ネルギー利用の促進 

• 地域主体の新電力会社によるエネルギー地産地消の強
化 

スマート化 

燃料電池 

燃料電池 
自動車 

水素 化石燃料 

エネルギーを外部に依存 エネルギーの地産地消 
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• 再生可能エネルギー、未利用エネルギーによりグリーン
な水素エネルギーを製造する技術の確立 

• グリーンな水素を地域の中で利用する基盤と体制の構築 
• エネルギーを外部に依存している化石燃料消費社会から、
地産地消の水素エネルギーを利用する社会への移行 

 本プロジェクトでは、再生可能エネルギーにより、弘前市内で水素エネル
ギーを地産地消する「弘前型水素利用社会モデル」の構築を図ります。 

 フェーズ2では、引き続き再生可能エネルギーを活用した水素事業の検討
を行います。 

スマート化

・地中熱や地下水熱、木質バイオマスなどの再生可能エネルギーによる冷暖房を導入
・工場排熱やエネルギーセンターからの地域熱供給
・化石燃料に頼らない住環境を整備
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く  ら  し 

融雪推進・快適外出プロジェクト 

快適住環境プロジェクト 

雪資源活用プロジェクト 

エネルギー自立・地産地消推進プロジェクト 

次世代グリーンエネルギー利用モデル構築プロジェクト 

 弘前型スマートシティの実現に向け、フェーズ2で想定されるプロジェクトは次のとおりです。プロジェクトの実施に際しては、事業性の評価と継続的な検証を行うことで、弘前型スマートシティを確実に、効率的に
実現することをめざします。 

フェーズ2のプロジェクト 

スマート化
ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ

コージェネ 電気
電気

情報
ﾈｯﾄﾜｰｸ

太陽光発電

EMS

災害等によるエネルギー途絶

地熱発電

未利用熱の活用

ＩＣＴ 

• 地域史、農業等の経験に基づく知識・情報・伝統技術等を
ICTによりアーカイブ化 

• 医療・福祉・教育・公共交通・行政サービス等、ICTを活
用し、様々な場面をICカード等1つのアイテムで対応でき
るしくみの実現 

 本プロジェクトでは、ICT等を活用することで、市民生
活の利便性・快適性向上を図ります。 

 フェーズ2では、マイナンバーカードの利活用に関する
動向を見据えつつ、ICカード等の1つのアイテムで対応で
きる仕組みの構築を検討します。 

 将来的には、行政、医療・福祉、教育、公共交通等の利
便性をより向上させるとともに、弘前市が長く積み上げて
きた歴史・伝統・文化等の資産を次世代へつなぐための基
盤や環境の整備実現を図ります。 
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技術

生活

生活

ICTによる「地域の知と智」の集積・一元化プロジェクト 

スマート化 

 本プロジェクトでは、ICTの活用により、観光情報
の充実及び交通機関の利便性向上を図ります。 

 フェーズ2では、 IoTを活用して観光客のニーズを
把握しつつ、観光客向け携帯端末の導入、市内のWi-
Fi環境整備等、観光客の満足度及び利便性向上につな
がる取り組みを検討します。 

 将来的には、ICTを観光分野に活用することで、グ
リーンでスマートな観光ができる環境を整え、観光都
市としてのさらなる付加価値を高めます。 

ICTによるスマート観光都市実現プロジェクト 

 将来的には、津軽地域の豊富な再生可能エネルギー及び未利用エネ
ルギーにより製造した水素を活用することで、外部からのエネルギー
供給に依存している化石燃料消費社会からグリーンな水素エネルギー
を利用する社会への移行を図ります。 

データ 
センター 

市役所 

住宅・ビル・学校 

支所・SS 

太陽光・蓄電池・EV・FCV 
系統電力 

電力 

情報 
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地熱発電 
病院 商業施設 
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地中熱・下水熱・ 
地下水熱融雪 

水素供給 

太陽光・蓄電池・EV 

弘前型スマートシティのイメージ 

豊かな資源を活用した世界一快適な雪国 弘前 
 

～次の世代を担う子供たちが安心して活躍していけるまちをめざして～ 

 弘前型スマートシティ構想の目的は、本市の持つ豊かな資源、加速度を増して進歩するICT、環
境にやさしく身近に存在する再生可能エネルギーの活用による、積雪寒冷地においても「安心で快
適な生活をおくることができるまち」の構築です。 

 そのため、弘前市は、以下の5つを本構想の基本方針の留意すべき要素として、本市の貴重な財
産である次の世代を担う子供たちが、安心して活躍していける「世界一快適な雪国 弘前」として
引き継ぐことを基本方針として位置付けています。 

基本方針 

市民生活 

の向上 

地元産業 

との共栄 

雪との共生 

エネルギー 

の自律 
地域資源 

の活用 

 弘前型スマートシティ構想がめざす具体的な『まち』の姿は、中期的な課題に対してはスピード感
を持った事業展開を保持しながら、長期的視点の吸収と反映により、より次世代へ受け継ぐ価値を付
与する必要があります。 

 フェーズ2では、時代とともに進歩する技術も柔軟に取り込みながら市民及び事業者との協働によ
り、「くらし」「エネルギー」「ＩＣＴ」に関するプロジェクトを進めます。 

①一年を通して
快適に外出がで
きる活気あふれ
る『まち』 

②効率的にエネ
ルギーが活用さ
れた快適な住環
境が整備された
『まち』 

③雪が地域資源
として活用され
た『まち』 

④非常時にも安
心して暮らせる
『まち』 

⑤ICTの活用によ
り利便性・快適
性が向上した
『まち』 

⑥地域の「知」
が活用され、
「智」が創成さ
れる『まち』 

⑦グリーンでス
マートな来訪者
に優しい『ま
ち』 

めざす姿 

弘前型スマートシティ構想の基本方針のイメージ 

弘前型スマートシティがめざす姿 

くらし ＩＣＴ 

エネルギー 

• 地域内の地中熱、地下水熱、津軽地域の木質バイオマス等の
再生可能エネルギーを活用した冷暖房を導入 

• 工場排熱やエネルギーセンターからの地域熱供給 
• 化石燃料に頼らない住環境の整備 

スマート化

・地中熱や地下水熱、木質バイオマスなどの再生可能エネルギーによる道路融雪
・除排雪困難地区、生活道路、新規建設道路に導入

地中熱・地下水熱・木質バイオマス等

熱
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地中熱・下水熱・地下水熱等
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エネルギー く  ら  し 

 「くらし」に関するプロジェクトでは、再生可能エネルギーや未利用熱を活用し、一年を通して快適に外出が出来る環境の実現に向けた実証を行いました。「エネルギー」に関するプロジェクトでは、エネルギーの自
給率向上と効率的利用を推進するため、再生可能エネルギーの導入や地域エネルギー事業の事業化可能性調査等を行いました。「ＩＣＴ」に関するプロジェクトでは、ＩＣＴ技術の活用による利便性や快適性の向上、グ
リーンでスマートな来訪客にやさしい街を目指した事業の検討・実証及び人材育成を行いました。 

市民と協働した融雪整備 地下水熱融雪 

下水道熱融雪 

雪室冷房の導入 

弘前型融雪製品の開発 

【弘前市紺屋町】 
市民が所有する井戸を

活用して、生活道路に道
路散水融雪を導入し、維
持管理について地元青年
団と連携しています。 

【致遠小学校前の歩道】 
地下水を散水せずに、揚

水井から還元井へ循環させ
ることで得られる熱エネル
ギーを利用しています。 
（H27実証研究） 

道路散水融雪（宅地開発） 

【克雪モデルタウン】 
道路散水融雪施設を完備した新たな宅

地開発モデルについて、地元開発業者を 

【弘前市役所岩木庁舎】  
 岩木庁舎の既存車庫を雪
室へ改築し、1階ロビーの
冷房に雪氷エネルギーを活
用しており、現在、効果検
証を実施しています。 
（H28供用開始） 

【弘前市紺屋町】 
 地元企業が、青森県内初の道
路散水用のコンクリート製品を
研究し、弘前型として「道路散
水プレキャスト」を開発しまし
た。（H27導入） 

【市役所東側バス停】 
直径25センチの小口径

下水道管から採熱して、
歩道兼バス待合スペース 

雪国対応型メガソーラー ごみ発電の地域内利用 街灯ＬＥＤ化 

地熱開発調査 

 弘前市内の街
灯17,830灯に
ついて、県内で
初となるエスコ 

下水汚泥からの水素製造 

 下水汚泥から水素を直接取
り出す技術について、大学及
び民間事業者と共同研究し、
新たな地域エネルギーの利用
可能性を検討しました。 
（H25研究開始） 

雪国型エネルギー事業の検討 

再エネ及びEMS導入 

 地域エネルギー事業を核とした新
たな雪国型コンパクトシティの創造
に向け、ガスコージェネレーション
等を活用した中心市街地での地域熱
供給事業のマスタープラン策定等を
行いました。 
（H25調査開始） 

 市役所本庁舎の改修に際し、
自立分散型エネルギー設備の導
入と合わせてBEMS（ビルエネ
ルギーマネジメントシステム）
の整備を進める等、災害時のエ
ネルギー確保を図りつつ平常時
のエネルギーの効率的な利用に
向けた基盤整備を行いました。 
（H24開始） 

 岩木山麓嶽地域において、
地熱発電の実現に向けて、掘
削調査等を実施し、地熱熱水
の利用可能性について調査し
ました。 
（H25調査 
 開始） 

 弘前市が所有する埋立処
分場跡地に、民間事業者と
連携して、中南津軽地域で
初となる1,500kWのメガソ
ーラーを整備しました。 
（H27発電開始） 

電して、新電力事業者を介して、
弘前市及び組合構成市町村の公共
施設等へ送電する「エネルギーの
地産地消」が実現しました。 
（H26供給開始） 

フェーズ1の実績 

スマートシティアカデミー 

 将来のスマートシティを担う学生や
新社会人を対象とした次世代育成の場
として「スマートシティアカデミー」
を設立しました。今後も、再生可能エ 

スマートグラス観光実証 

観光情報を提供する眼鏡型のウェア
ラブル端末「スマートグラス」を活用
して、新しい観光案内手法の実証を実
施しました。平成28年7月から弘前 

  電力線通信（PLC）を活用することで、
電力使用量を「見える化」し、調光LED照
明の導入実証を実施しました。このシステム
は市内外の施設へ導入されたほか、雪国 

電力線通信による調光LED導入実証 

ＩＣＴ 

の融雪を実証しています。小口径下水道からの熱
利用は、全国的に先駆的な取組みです。 
  （H28実証研究） 

支援して整備して
います。 
（H25供用開始） 

方式により、短期間でLED化を
実現しました。 
（H25実施） 

公園にてスマート
グラスガイドツア
ーの本格運用につ
ながっています。 
（H27共同研究） 

対応型メガソーラーの
遠隔監視システム等に
応用されています。 
（H25共同研究） 

ネルギーの学習と
実践を通じて、将
来の弘前を担う人
材の育成に努めま
す。 
（H25取組開始） 

 弘前地区環
境整備センタ
ーにおいて、
ごみの焼却時
に発生する熱
を活用して発 

 今後も、融雪整備率向上及び広範囲への雪対策
の普及に向けて、行政・市民・民間事業者の協働
体制構築を検討していきます。（H27供用開始） 
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