効率的電気利用モデル施設のご案内
社会福祉法人 弘前豊徳会

サンタハウス弘前公園

（青森県弘前市）

［導入システム］

ヒートポンプ空調システム
ヒートポンプ床暖房システム
ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）
IH クッキングヒーター

北東北初、
経産省のZEB補助事業に採択。
オール電化により、
ZEB
（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）
化福祉施設を実現。
アクティブシニアに最適な自由度の高いオール電化の暮らしを提供。
弘前を代表する観光地に隣接した地で、
広々とした個室で自立した暮らしをサポート

ZEBを採用したオール電化省エネ施設で、
エネルギー削減率54．
7％を達成

サンタハウス弘前公園は、
「弘前市生涯活躍のまち形成

寒冷地・豪雪地帯でもある北東北で初めて、
ZEB補助事

事業観光地隣接型居住環境モデル」
として、
弘前市と連携

業に採択されたオール電化の省エネ施設です。高い省エ

し、整備されたサービス付き高齢者向け住宅と、
「いつまで

ネ性を実現するため、建物全体を高気密・高断熱化し、
さら

も元気に若々しく」
を運営方針にサービスを提供しているデ

に高性能・高効率の空調・給湯システムを導入したことで一

イサービスを併設しています。2階から5階のサービス付き高

般的な施設に比べ54.7％のエネルギー削減率となりました。

齢者住宅は、
弘前市の特例により50歳からの入居が可能と

また、
BEMS（ビル・エネルギー・マネジメント
・システム）
を導入

なっており、37ある居室は、
それぞれ30㎡以上の広々とした

し、建物全体の設備、温度、
エネルギー消費量を一括で把

設計で浴室、
キッチン、
トイレ、
収納が完備されています。1階

握・管理することが可能となり、
さらなる省エネにもつながって

にはデイサービス、
交流・多目的スペースがあり、
アクティブシ

います。

ニアの生活をサポートしています。

デイサービス利用者やサービス付き高齢者住宅の入居

周囲には弘前公園などの観光名所が多く存在し、市役

者、
職員などが出入りする1階は、
ヒートポンプエアコンとヒー

所や弘前大学医学部附属病院なども徒歩圏内にあるた

トポンプ床暖房を併用し、寒さが厳しい冬季でも広い空間

め、
次世代型のモデルとなっています。

を足元から快適に暖めます。住宅の各居室には、
個別制御

施

設

概

可能なエアコンやIHクッキングヒーター、浴室などが備えら

要

れ、一年中快適な温度で、安全にそれぞれのライフスタイル
を楽しむことができます。

社会福祉法人 弘前豊徳会

サンタハウス弘前公園

ZEBとは

〒036-8202
弘前市大字元大工町26番地1
TEL.0172‐88－7707

建築計画の工夫による日射遮蔽、高断熱化、高効率化によって
大幅な省エネルギーを実現した上で、年間に消費するエネルギー
量が大幅に削減されている最先端の建築物です

敷 地 面 積 ： 1,267㎡
構

造 ： 鉄骨造5階建て

延 床 面 積 ： 2,436㎡
竣

工 ： 2019年1月

定

員 ： サ ービス付き高齢者向け住宅
デイサービスセンター

導 入 シ ス テ

37部屋

合計40名

ヒートポンプ空調システム
ヒートポンプ床暖房システム

設計・監理 ： 株式会社八洲建築設計事務所

青森県

弘前市
● 津軽藩ねぷた村

社会福祉法人 弘前豊徳会
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サンタハウス弘前公園

● 弘前市民会館

弘前市役所 ●

弘前大学病院 ●

土淵
川

弘前文化センター ●

医学部保健学科

（定格暖房標準能力）25.0kW×6台
（1階および2〜5階共用部、一部床暖房）
5.0kW×10台、4.0 kW×10台、
2.8 kW×17台（居室）

ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）

（加熱能力）冬季30.0 kW×3台、貯湯槽16，
000ℓ

IHクッキングヒーター

● 青森銀行記念館

● 弘前大

奥
羽
本
線

弘前公園

ム

弘前駅

5.8 kW×2台（1階オープンキッチン）、
4.0 kW×37台（2階〜5階の居室）

空調

個別制御で、省エネを実現

ヒートポンプ空調システム
（定格暖房標準能力）
25.0kW×6台
（1階および2〜5階共用部、
一部床暖房）
、
5.0kW×10台、
4.0 kW×10台、
2.8 kW×17台
（居室）

大気中の熱を利用して、投入した3倍以上の熱エネルギーを得られるた
め、経済性に優れ、CO2排出量を大幅に削減できます。
サンタハウス弘前公園では、BEMSで全館のエネルギーを一括把握・管
理しながら、居室の操作パネルで個別に最適な室温を設定できるため、
プラ
イバシーを守りながら室温を把握し、入居者の安全に配慮しています。

BEMSとは
施設などの建物内で使用する電力消費量などを計
壁紙がモダンで、自然の光が心地よい広々とした居室も個別
空調で快適

全居室に設置されている室外機

測し、
データ蓄積することで
「見える化」
を図っていま
す。空調・照明設備などの接続機器の制御やデマンド
ピークを抑制・制御する機能などを持つエネルギー管
理システムです

安全に一定の温度で足元から暖める

ヒートポンプ床暖房システム

ポンプ室
機械室
物

洗面脱衣

浴室

暖房

屋上にすっきりと設置されている室外機

浴室

広いスペースでも心地よい室温に管理されています

洗面
脱衣

1階のデイサービス・健康増進施設と交流・多目的スペースの利用者を

相談室

置

デイサービス

サンタハウス弘前公園では、
ヒートポンプ空調システムに熱交換器を組
み込み、温水をつくり、床を暖めています。

更衣室

事務所

足元からやさしく暖めます。
風除室

ホール

EV

交流・多目的
スペース

キッチン

1階：デイサービスセンター、
交流・多目的スペース

健康増進施設

熱交換器

効率的電気利用モデル施設のご案内

クリーンに、経済的に、豊富に給湯

給湯

ヒートポンプ給湯システム（エコキュート）
（加熱能力）冬季30.0 kW×3台、貯湯槽16，000ℓ

空気の熱を利用して効率的にお湯を沸かすため、
少ないエネルギーで済むほか、
火を
使わないため、
燃焼臭やCO2の排出がなく、
クリーンで安全です。
サンタハウス弘前公園では、
入居者のライフスタイルにより、
入浴時間がさまざまである
ことから、
いつでも最適な温度で、
たっぷりの湯量を使用できるエコキュートは、
夜間電力
の利用により省エネを後押ししてくれています。

浴室

ひとりひとりの適温に合わせ、たっぷりのお湯が使える浴室

浴室

WC

WC
洗面
脱衣所

洗面
脱衣所
機械浴室

収納

収納

貯湯槽とエコキュート

テラス

バルコニー
厨房

2～5階 サービス付き高齢者向け住宅

火を使わないため、
日々のお手入れも簡単

IHクッキングヒーター
5.8 kW×2台
（1階オープンキッチン）
、
4.0 kW×37台
（2階〜5階の居室）

1階のオープンキッチンのほか、
全居室に個別のIHクッキングヒーターを導入しています。
直火を使わないため、
やけどの心配も少なく、
室内の温度上昇を抑制して、
快適に料理を楽
しむことができます。
また、
掃除も容易に済むことから、
衛生的で、
安心して使用できます。

全居室に導入している個別のIHクッキングヒーター

交流・多目的スペースのオープンキッチンに設置されたIHクッキングヒーター

オール電化省エネ施設で、健康増進や移住促進による
地域活性化に取り組んでいます。
私ども、社会福祉法人弘前豊徳会は、弘前市の人口減少対策・地域活性化を目的と
する「弘前市生涯活躍のまち形成事業」の事業主体であり、2018年8月には弘前市から
「地域再生推進法人」の指定を受け、県内外のアクティブシニアの弘前市への移住お
よび移住者と地域住民の活躍の場・交流の場の創造に取り組んでいます。
現在、
さまざまな介護事業を手掛けていますが、サンタハウス弘前公園の新設に
当たり、
オール電化を採用しました。他施設では、
ガスや灯油ボイラーも併用してい
ますが、東日本大震災時に電気が早期に復旧したことで、
オール電化に注目する
ようになりました。
また、電化システムはガスや灯油ボイラーに比べ、管理において
も手間がほとんどかからないため、
コスト削減もできると感じています。
サンタハウス弘前公園は、入居者に自分らしい生活を楽しんでもらえるよう、入
居者や家族の目線に立ちながら、快適な居住空間を提供するために電化システム
を採用したことで、
「進化のための変化をいとわず、職員が誇りを持って活き活きと
働ける魅力ある職場づくり」を後押ししてくれています。

社会福祉法人

弘前豊徳会

理事長

下山 保則さん

法人理念である「明るい施設、暖かい施設、清潔な施設、安全な施設」を
体現するには、オール電化がぴったりです。
サンタハウス弘前公園は、弘前市の特例で50歳から入居できることもあり、心身ともに元気な方が入居されるため、
いかに入居者に快適な生活を送っていただけるかが大切です。サンタハウス弘前公園では、全居室にIHクッキング
ヒーターを設置し、入居者にこれまでの生活と同じように料理を楽しんでいただいています。職員
にとっても、火の元の心配をしなくて済むため安心です。
また、各居室は個別空調で入居者に適した室温に設定できますが、各居室、廊下、1階
併設施設などすべての室温を1箇所で確認できます。巡回しなくても、室温の変化を確認
できるため、
プライバシーに配慮しながらも、暑すぎる、寒すぎるなど安全に関わる室温の
場合は入居者に声がけなどを行っています。
弘 前 市と連 携し、県
外 在 住 者を対 象に、お
試し居住を実施してい
ますが、
「 静かで暖か
い」と喜んでいただい
ています。オール電化
は入 居 者 、職 員 双 方
社会福祉法人

弘前豊徳会

サンタハウス弘前公園

浅原 志織さん

をサポートしてくれる
存在です。

弘前市の紹介
東北自動車道大鰐弘前ICから車で約20分、JR奥羽本線や五能線、弘南鉄道が通り交
通アクセスに恵まれた弘前市。春は「弘前公園」の桜、夏は「弘前ねぷたまつり」、秋は紅葉
や日本一の生産量を誇るりんご、冬はスキーなど、一年を通して魅力あふれる観光名所が充実
しています。東北で唯一となる現存天守「弘前城」
を有する城下町で、今も当時の面影がい
たるところに残り、風情あふれる街並みが広がります。
弘前公園
津軽家代々の居城「弘前城」
を中心とした、総面積約49
万2,000㎡を誇る広大な公園。桜の名所として知られ、
いっ
せいに咲く約2,600本の桜と堂々とした弘前城の見事なコ
ントラストや、現存する日本最古のソメイヨシノの花を楽しめ
ます。
また毎年4月下旬には
「さくらまつり」
も開催されます。

青森銀行記念館
太宰治の生家・斜陽館を手掛けた堀江佐吉が設計
した、ルネサンス調の洋風建築。明治12年に県で初
めて設立された国立銀行が、明治37年に移転したと
きの建物で、国の重要文化財に指定されています。左
右対称のバランスが美しく、防火の工夫も施されてい
るなど、優れた建築様式を見学できます。

津軽藩ねぷた村
弘前の夏の風物詩「弘前ねぷた」の展示や、
「 津軽焼」
「津
軽錦絵」の製作風景を見学・体験ができる観光施設です。ほ
かにも津軽三味線の演奏や、固めた雪の上で回す独特のコマ
「ずぐり」
といった変わりコマの実演コーナーなど、津軽ならで
はの文化や伝統を体験することができます。

