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1 
石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

石巻スマートコミュニティ・マスタープラン策定事業の経緯 

スマートコミュニティ・マスタープラン策定事業に申請 

快適で住みやすく、市民の夢や希望を実現する「新しい石巻市」の創造を目指す 

災害に強い 
まちづくり 

産業・経済の 
再生 

絆と協働の 
共鳴社会づくり 

「安全・安心」かつ「環境に優しい」生活ができるコミュニティ 

（石巻復興協働プロジェクト協議会 スマートコミュニティ・ワーキング・グループ検討） 

石巻市震災復興基本計画 

目指すスマートコミュニティ像 

エコ・セーフティタウン事業 

再生可能エネルギーを利用した効率的で災害に強い生活を実現する 
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石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

石巻復興協働プロジェクト協議会10事業と本補助事業の位置付け 

スマートグリッド技術を活用し
地域のきめ細かい先進的なエ
ネルギー管理の仕組みを構築 

未利用エネルギーや再生エネ
ルギーにより、効率的な地域
エネルギー供給システムを構
築 

ICTを活用したシェアド加工工
場、共同利用冷凍冷蔵庫、植
物工場等により、強い産業を
実現 

医療/介護/福祉/在宅におい
て災害に強く包括的に情報連
携できる仕組みを構築。安全/
安心に暮らせる基盤を整備 

スマートコミュニティ
WG 

循環型エネルギー 
システムWG 

水産業・農業WG 

医療・介護・福祉・ 
くらしWG 

グループ № 事業名 事業概要 

エコ・ 
セーフティ 
タウン 

① 
エコ・セーフティタウン
事業 

民間住宅や公営住宅、公共施設に太陽光発電施設及び非常用蓄電池
を設置し、再生可能エネルギーを利用した効率的で災害に強い生活を実
現する 

② ＩＣＴセンター事業 
エネルギ－統合管理、防災・救急等の公共サ－ビスを迅速・的確に情報
提供できる基盤を構築し、市民に対する行政サ－ビスの向上を図る 

産業関連 
③ 水産加工高度化事業 

共同高性能冷凍(CAS)冷蔵庫の設置、超低温冷蔵庫エネルギーマネジメ
ントの構築、共同販売施設設置等の基盤を整備し、水産業の高度化や
高付加価値化により、失われたシェアの回復を図る 

④ 次世代食料供給事業 
植物工場事業、藻類バイオマス事業、閉鎖型陸上養殖事業の推進によ
り、新産業の育成や、新たな雇用の場を創出する 

再生可能エネ
ルギー ⑤ 

水産加工地区 
エネルギーセンター事業 

水産加工地区において、ガスエンジンコジェネ設備を設置し、下水汚泥・
漁業系廃棄物のバイオマス化や、発電で得られる電力・排熱・温水を地
区内等で使用する地産地消エネルギー循環システムを構築する 

⑥ バイオマス発電事業 
木質系災害廃棄物や未利用間伐材を活用したバイオマス発電施設の設
置により、発電や排熱・温水の有効利用を図る。 ※事業内容・採算を検
討中 

医療関連 
⑦ 

医療・福祉・介護・在宅情報 
連携基盤ﾈｯﾄﾜｰｸ整備事業 

各医療機関の保有する情報を安全・円滑に管理する情報連携基盤を構
築し、医療従事者等が情報共有できる仕組みを整備する 

⑧ 
仮設居住者の健康管理 
(e-Wellness)事業 

定期的な健康運動教室・個別運動指導による健康増進活動や健幸イベ
ント開催による地域コミュニティ形成を図る。ＩＴを活用し住民の健康状態
を「見える化」し、将来的な医療費抑制や介護予防に寄与する 

⑨ 
安心して子育てできる 
街づくり(周産期医療)事業 

妊婦健診や産褥ケアは産婦人科診療所・助産院、出産は設備の整った
周産母子センターで実施できるようなセミオープンシステムを構築し、施
設間での情報共有・管理を図り、適時、適切な診療等を可能にする。 

⑩ 
巡回型診療による医療の 
均てん化(ﾄﾞｸﾀｰｶｰ)事業 

深刻な医師不足問題/高齢化/通院困難な地域の存在等を緩和するため、
巡回型の在宅医療を推進し、医療が平等に受けられる体制を整備する 

検討10事業(2012.9.3現在) ワーキンググループ 

協議会で目指す目標（ゴール）を設定、実現に向けた事業検討を各WGで行い、現在10事業の事業化を検討 
バイオマス発電は、協議会の別事業で別補助事業での検討を行っているため、本マスタープランでは検討対象外 

本補助事業を活用 
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石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

「石巻スマートコミュニティ」構築に向けた基本的な考え方 

市民が安心して暮らせる、住みたいと思えるコミュニティの形成 

地域産業活性化や雇用促進を創出するスマートコミュニティ事業構造 

施策や取り組みと結び付いた、流出人口を減らし交流人口を増やす持続的効果 

  

あるべき姿 

低炭素なエコタウン 

災害時にも灯りと情報が途切れない安全・安心なまちづくり 

目指すまちづくり（事業コンセプト） 



4 
石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

「石巻スマートコミュニティ」の特徴 

低炭素なエコタウン、災害時にも灯りと情報が途切れないまちづくり 

YSCPでの開発技術を応用、ノウハウを活かす 

石巻スマートコミュニティの特性・構成に適したシステム導入を計画 

YSCP（次世代エネルギー・社会システム実証）の成果を反映 

被災地から先導的スマートコミュニティモデルを発信 

地域エネルギー管理システムによるエネルギー安定化 

災害時にも安全・安心な需要側エネルギー管理設備の導入 

モデル地区への最大限の太陽光発電設備の導入 

便利なくらし機能の提供 

災害公営住宅を中心としたモデル地区での展開、行政サービスの拡充 

災害公営住宅を対象に形成されたモデル地区での安定したエネルギーインフラ整備 

公共施設を対象に、石巻市の防災計画活動をバックアップする分散電源の統合管理 

エネルギー管理システムのプラットフォームを活用した新たな行政サービス事業の創造 

市民参加、公民連携によるコミュニティモデルのショーケース化を推進 
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石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

「石巻スマートコミュニティ」の対象モデル地区 

新渡波地区 

新蛇田地区 
住宅集積エリア 

中規模な住宅集積エリア 

北上地区 
コンパクトな住宅・公共施設集積エリア 

中心市街地 
民間の複合ビル等 

石 巻 市 
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石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

「石巻スマートコミュニティ」におけるエネルギー管理システム全体構成 

防災拠点 

防災拠点対象施設検討中 

災害公営住宅 復興住宅 

新渡波地区 HEMS、MEMS 
（住宅開発業者、東芝など) 

EV充電設備 
（設備管理業者、東芝など) 

災害公営住宅 150戸 3棟 

復興住宅    検討中 

EV充電設備 1箇所 

復興住宅 

災害公営住宅 100戸 1棟 

復興住宅    検討中 

EV充電設備 
（設備管理業者、東芝など) 

HEMS、MEMS 
（住宅開発業者、東芝など) 

EV充電設備 1箇所 

新蛇田地区 
住宅集積エリア 

中規模な住宅集積エリア 

災害公営住宅 

災害公営住宅 60戸 

復興住宅   検討中 

HEMS 
（住宅開発業者、東芝など) 

防災拠点 

BEMS 
（施設管理業者、東芝など) 

EV充電設備 
（設備管理業者、東芝など) 

EV充電設備 1箇所 
防災拠点対象施設検討中 

災害公営住宅 

北上地区 
コンパクトな住宅・公共施設集積エリア 

地区エネルギー設備の活用 
（設備管理業者、東北電力、東芝) 

BEMS 
（ビル開発事業者、東芝など) 

ビル 2棟 

EV充電設備 
（設備管理業者、東芝など) 

EV充電設備 1箇所 

ビル 

BEMS 
（施設管理業者、東芝など) 

2-6 

2-4 

2-5 

2-6 

2-1 2-2 

2-5 

2-6 

2-1 2-2 

2-1 2-2 
2-6 

1-2 

集合住宅 

集合住宅  検討中 

HEMS、MEMS 
（住宅開発業者、東芝など) 

2-3 

中心市街地 

1-1 

需要家統合システム（東芝） 

統合BEMS HEMSサーバ 

MEMSサーバ EV充電設備サーバ 

系統安定化システム（東北電力） 
 系統安定化制御装置等 

地区エネルギー設備 
（太陽光発電設備、蓄電池設備） 

地域エネルギー管理システム 
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石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

HEMS 
サーバー 

「石巻スマートコミュニティ」における地域エネルギー管理システム 

HEMS 

負荷機器等 

戸建需要家 

マンション専有部 

HEMS 

負荷機器等 

公営住宅専有部 

対象地区： 
 ・新蛇田地区 
 ・新渡波地区 
 ・北上地区 
 ・中心市街地 
 ・市内ほか 

MEMS 

共用部設備 

公営住宅共用部 

BEMS 

公共施設（公民館、小学校など） 

MEMS 
サーバー 

省エネ促進支援情報、 
需給抑制依頼 

統合BEMS 

需
要
家
統
合
シ
ス
テ
ム 

系統安定化システム 
地区エネルギー設備 
（太陽光発電設備、蓄電池設備） 

系統安定化制御装置等 

需要 
情報 

系統側情報 

地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
シ
ス
テ
ム 

対象地区 
 ・新蛇田地区 

マンション共用部 

需要情報：発電量／消費量の実績値、及び予測値 

EV充電設備 
需給調整制御（検討予定） 

省エネ促進支援情報、 
需給抑制依頼 

省エネ促進支援情報、 
需給抑制依頼 

省エネ促進支援情報、 
需給抑制依頼 

省エネ促進支援情報・最適制御、 
需給調整制御（検討予定） 

省エネ促進支援情報・最適制御、 
需給調整制御（検討予定） 

省エネ促進支援情報・最適制御、 
需給調整制御（検討予定） 

省エネ促進支援情報・最適制御、 
需給調整制御（検討予定） 

省エネ促進支援情報・最適制御、 
需給調整制御（検討予定） 

負荷機器等 

省エネ促進支援情報・最適制御、 
需給調整制御（検討予定） 

需要情報（実績値） 

需要情報（実績値） 

需要情報（実績値） 

需要情報（実績値） 

需要情報（実績値） 

需要情報（実績値） 

需要情報（実績値） 需要情報（実績値） 

需要情報（実績値） 

需要情報（実績値） 

需要情報（実績値） 

需要情報（実績値） 

需要情報（実績値） 

 YSCP実証技術を活用し地域エネルギー管理システムを構築。運用効果の検証等を予定。 
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石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

「石巻スマートコミュニティ」における提供サービス 

省エネ促進支援サービス 
 ・エネルギーの見える化 
 ・省エネアドバイス 
 ・家電遠隔操作 

生活支援サービス 
 ・行政情報提供 
 ・事業者情報提供 ※ 

※ 医療・介護・福祉・くらしＷＧ連携 

エネルギー管理サービス 

プロバイディングサービス／生活支援サービス 

省エネ促進支援サービス 
 ・エネルギーの見える化 
 ・最適制御等 

運用・保守サービス 
 ・設備などの管理運営・保守業務 

プロバイディングサービス 
 ・事業者情報提供 ※ 

省エネ促進支援サービス 
 ・エネルギーの見える化 
 ・最適制御等 

運用・保守サービス 
 ・防災活動支援 
 ・地域エネルギー安定化 
 ・設備などの管理運営・保守業務 

生活支援サービス（提供支援） 
 ・行政情報提供 
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石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

「石巻スマートコミュニティ」における提供サービス 

省エネ促進支援サービス 

エネルギーの見える化 

省エネアドバイス 

家電遠隔操作 

集積したエネルギー情報を分析し、エ
コアドバイス等を行うことによって、住
民のエコ行動を促す 

モデル地区全体、および地区内のエネ
ルギー情報や、省エネランキング情報、
今日のエコ度などを見える化することに
より、住民のエコ意識向上、エコ行動を
促す 

エアコンや給湯機の運転状況を遠隔
で確認・操作ができる仕組みの提供
により、省エネ活動に参加しやすくす
る 

エネルギーの見える化 

最適制御 

施設のエネルギー利用状況のデータ
を収集・分析し、施設管理者にわかり
やすい情報提供を行う 

空調・照明等の負荷調整を行う省エ
ネ制御、効率的な蓄電池制御など、
最適制御を行う 
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石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

「石巻スマートコミュニティ」における提供サービス 

 ＥＶ充電設備の稼働状況や蓄電池残量等、地域内ＥＶ充電設備の情報を把握し、 
 ＥＶの配置計画等、石巻市の防災活動計画に活用 

主要な拠点のエネルギー情報を見える化 

90% 

15% 

30% 

50% 

石巻市 

A地区 
B地区 

C地区 地区別 蓄電残量 

防災拠点 

防災拠点 

エネルギー不足地区 

運用・保守サービス 防災活動支援 

ＥＶで物資、人、電力の移動 
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石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

「石巻スマートコミュニティ」における提供サービス 

地域エネルギー安定化 運用・保守サービス 

発電電力の変動が発生した場合 

電力系統と需要家負荷の協調連携機能 

需要家統合システムによる地区内の需給バランス調整を行う 

需要情報 

需要情報 

系統側情報※ 

需要情報 

需要情報 

系統側情報※ 

新蛇田地区は、宅地供給が市内最大規模 ⇒  
地区内に太陽光発電設備が大量導入 

太陽光発電設備の出力変動が系統へ影響することが想定されるため、
系統安定化システムと需要家統合システムが協調連携する地域エネル
ギー管理システムとして、地区内の需給バランス調整・変動抑制を行う 

抑制調整機能 

公営住宅に設置された太陽光発電による余剰電力が系
統に逆潮流しないように、需要家統合システムから公営
住宅の共用部に設置されている蓄電池の充電制御を行う 

充電 

充電制御 公営住宅共用部 

※ 系統側情報の提供は、新蛇田地区のみ 

※ 系統側情報の提供は、新蛇田地区のみ 
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石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

「石巻スマートコミュニティ」構築による地域経済への影響 

機器・設備の販売及び設置工事 

保守メンテナンスサービス 

情報プラットフォームを活用した地域サービス 等 

経済波及効果 

地域サービス事業者による新規事業創出への期待 

（見守りなど 生活支援サービス事業等） 

新規事業創出 

生産誘発効果 

地域に密着したサービス提供のため地域事業主体の設立等も検討 

高齢者や女性、若年層など地域での幅広い雇用の創出への期待 

新たな雇用創出 

地域産業振興 

石巻市の成長が期待できる産業の振興や人口動向への寄与を期待 

人材活用 
域外人口流入 
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石巻市・東北電力株式会社・株式会社 東芝 

石巻スマートコミュニティの将来展開構想 

モデル地区での構築・運用 石巻モデルの確立 復興モデルとしての国内外展開 

 スマートコミュニティ導入促進事業
を活用したモデル地区で構築・運用 

 防災機能型スマートコミュニティの
実用モデル 

実用プロトタイプ構築 

展開 

～H27 ～H32 

モデル地区で実用プロトタイプを構築。石巻市内で導入拡大し石巻モデルを確立。 

石巻市 

被災地 

国内 

海外 

 スマートコミュニティ推進事業(石巻
市施策）として構築を継続、モデル
地区に準じた規模の拡大 

 提供サービスの拡大 

 他の復興事業との連携 

石巻市内への拡大 

需要側連携の広域拡大 

 石巻市外の被災地まで連携対象と
なる需要側を拡大 

復興モデルとしての 
国内外展開 

 地域産業振興による経済波及効果 

 地域交流人口の増加 

 災害に強いスマートコミュニティ 

 




