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  会津若松地方広域市町村圏整備組合は、昭和 47年

4月 1日に発足し、現在、会津若松市、磐梯町、猪

苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金

山町、昭和村及び会津美里町の 1市 7町 2村で構成

されている。

近年、経済の発展を反映し生活圏が広がってきた

ことから、市町村の区域をこえた広域の行政区域と

して、歴史的にも、経済、文化、医療面などの各方

面でも深い関わりをもつ市町村が共同し、一体的な

地域振興整備を図り、単独で実施することが困難な

事務や共同処理することが効率的である事務を実施

している。

また、平成18年 9月 1日に廃棄物処理を事務とし

ていた会津地区広域事業組合と、平成21年 4月 1日

に水道用水供給事業の経営を事務としていた会津若

松地方水道用水供給企業団と統合したことにより、

現在の共同処理事務は、次のとおりとなっている。

① 組合市町村内の創造的、一体的な振興整備に資す

る地域振興事業の実施及び連絡調整に関すること

② 消防に関すること(消防団に関することを除く)

③ ごみ処理施設の設置・管理及び運営に関すること

④ し尿処理施設の設置・管理及び運営に関すること

⑤ 研修に関すること(組合市町村の任命権者が行

  う研修を除く)

⑥ 介護認定審査会の設置及び運営に関すること

⑦ 水道用水供給施設の設置及び経営に関すること

(会津若松市、会津坂下町及び会津美里町に限る)

◆圏域の面積・人口・世帯数

                  　 (平成29年 4月 1日現在)

区分 面積（㎢） 人口(人) 世帯数

会津若松市 383.03 122,066 49,415

磐 梯 町 59.69 3,519 1,107

猪苗代町 395.00 14,553 4,940

会津坂下町 91.65 16,003 5,444

湯 川 村 16.36 3,186 923

柳 津 町 176.07 3,399 1,198

三 島 町 90.83 1,585 656

金 山 町 293.97 2,112 946

昭 和 村 209.34 1,273 620

会津美里町 276.37 20,344 6,701

合  計 1,992.31 188,040 71,950

◆組合議会と執行機関(平成29年 4月 1日現在)

 〇 組合議会

・ 定数            20人（会津若松市7人、会津

美里町 3 人、猪苗代町 2 人、

会津坂下町2人、ほか4町 2

村は各1人）

・ 議員構成        組合市町村の議会において、

その議会の議員のうちから

選挙された者

・ 組合議会定例会  年 2回（2月及び8月）

・ 常任委員会    総務消防委員会（定数10人）、

　　　　　　　　環境衛生委員会（定数10人）、

　　　　　　　　 水道供給委員会（定数8人）

・ 議会運営委員会  定数7人

 〇 執行機関

・ 管理者等  管理者1人、副管理者9人（組合市

町村の長）、会計管理者（会津若

松市会計管理者のあて職）

・ 監査委員  組合議会選出者 1人、識見を有する

者1人

・ 事務局    事務局長以下職員 51人（一般職員

47人、企業職員4人）

・ 消防　　　286人（派遣1人を含む）

 

 

圏域内の廃棄物処理事業として「ごみ」と「し尿」

の処理施設の設置、管理及び運営を行っている。

廃棄物処理は、住民の生活環境に直結する事業で

あり、廃棄物を円滑かつ適正に処理するために努め

ている。

◆手数料（一般廃棄物）

区   分 手　　数　　料

し尿 1,800ℓまで     1,944円

し尿浄化槽汚泥 300ℓ増すごとに   324円

ごみ

燃やせるもの 10㎏ごとに80円

燃やせないもの 10㎏ごとに170円

◆使用料（産業廃棄物）

区　　　分 使　　用　　料

燃やせないもの 10㎏ごとに270円

環境センター

概　要

 会津若松地方広域市町村圏整備組合
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◆処理できない廃棄物

 【ごみ】

「危険及び有害なごみ」「直径 1.5cm、長さ 1.8ｍ

を超える鉄材」「土木建築用鋼材」「クランク軸、歯

車等の硬質鋼材」「直径又は 1辺 15cm、長さ 2ｍを

超える木及び木柱」「幅 1ｍ、厚さ 15cm、長さ 2ｍ

を超える板及び合板」「各種ボンベ及び石油類タンク

等」「自動車」「コンクリート、レンガ及びがれき」

 【し尿】

「家畜のふん尿」「し尿浄化槽以外の汚泥」

◆処理できる産業廃棄物(燃やせないものに限る)

    一般廃棄物の処理に支障を生じない範囲の量の

もの「固形状廃プラスチック類(自動車用タイヤを除

く)」「金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず」

◆利用時間及び休日

〇 利用時間

    ・月曜日から金曜日まで  

        午前 8時 30分～正午

　　　　午後 1時 00分～午後 4時 30分

〇 休日

     日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第 178号）に規定する休日(ごみ焼却

処理施設を除く。)並びに 1月 2日、3日及び 12

月 29日から12月 31日までの日。

◆ごみ焼却処理施設

・所在地    会津若松市神指町大字南四合字深川

西地内

・炉型式  全連続燃焼式機械炉

・処理能力  225ｔ/24時間(75t/24時間×3基)

・完 成  昭和63年 12月

・総事業費  4,287,937千円

　　なお、平成12年度から3か年継続事業でダイオ

キシン類の削減を図るために改造工事を実施した。

・総事業費　3,199,671千円

◆ごみ破砕処理施設

・所在地    ごみ焼却処理施設と同じ

・処理方式  圧縮、剪断、衝撃破砕方式

・処理能力  50ｔ/5時間(10t/時間)

・完 成  昭和53年 3月

・総事業費  253,245千円

◆リサイクルセンター

・所在地　　　ごみ焼却処理施設と同じ

・びん・ペットボトル圧縮保管施設

保管可能量　　200㎥

完　　成 　 　平成10年 1月

総事業費　　　114,994千円

　・プラスチック製容器包装圧縮保管施設

保管可能量　　136㎥

完　　成 　 　平成17年 3月

総事業費　　　173,889千円

◆し尿処理施設

・所 在 地     　会津若松市神指町大字南四合

字才ノ神地内

・前処理施設      60㎘／時間

・第 1処理施設    126㎘／日

・第 2処理施設    100㎘／日

・高度（3次）処理施設  凝集沈殿、砂ろ過処理

・汚泥処理施設    270㎥／日

・完　　成  前処理施設          平成 6年 8月

            第1～高度処理施設   昭和55年 1月

            汚泥処理施設        昭和59年10月

・総事業費  前処理施設            566,771千円

            第 1～高度処理施設   991,632千円

            汚泥処理施設         188,000千円

◆最終処分施設

【沼平第２最終処分場】

・所在地    磐梯町大字更科字沼平地内

・埋立地    容量    151,480㎥

・浸出水処理施設  40㎥／日

・完　　成  　　　平成14年 3月

・総事業費 　　 　2,073,749千円

◆廃棄物の搬入量          (平成28年度実績）

区　分

し尿及びし尿

浄化槽汚泥

(㎘)

燃やせる

もの (t)

燃やせない

もの (t)

会津若松市 43,025.4 41,752.65 2,130.70

磐梯町 1,486.8 1,183.83 85.59

猪苗代町 4,795.2 4,873.34 312.92

会津坂下町 9,262.8 4,132.58 239.85

湯川村 1,380.6 807.98 64.43

柳津町 1,517.4 919.06 75.49

三島町 1,445.4 504.09 35.70

金山町 1,987.2 492.94 37.05

昭和村 322.2 333.69 21.78

会津美里町 11,055.6 5,963.11 536.74

合計 76,278.6 60,963.27 3,540.25
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 消防組織は、会津若松市に会津若松地方広域市町村

圏整備組合消防本部を設け、圏域内で 4消防署、1

分署、7出張所を設置し、消防長以下消防職員 286

人（平成29年 4月 1日現在）で消防活動及び救急活

動を行っている。

◆ 機構図

◆火災発生及び救急活動状況

              (平成28年 1月 1日～12月 31日)

区分 圏域内 本市分

火災

発生

状況

件数　　　　 (件) 61 36

損害額     (千円) 93,600 81,366

建物焼損面積  (㎡)

上段　床面積 1,742 1,300

下段　表面積 272 120

死傷

者数

死者

(放火自殺者除く)(人)
4 3

傷者      　 (人) 15 12

救急

活動

出動件数  　 (件) 8,942 5,463

搬送人数 　  (人) 8,707 5,301

  

 会津若松市、会津坂下町、会津美里町の１市２町に

対し、広域的な水道施設整備を行い、水道用水供給

施設の設置及び経営を行っている。

　この水源は、国土交通省直轄ダムである大川ダム

の放流水であり、場内の取水口より取水し浄化した

後、自然流下により関係市町に供給している。

◆用水料金体系

各構成団体の水道事業が掲げる目標年次までの受

給計画に基づき、費用負担の平衡化と経営の健全化

を期するため、基本料金と水量料金の二部料金制を

採用している。なお、用水料金について、平成28年

4月 1日に一部改定した。

◎ 基本料金

  〇 内容    人件費、事務費、支払利息、減価償却

費などの固定費用

    〇 構成団体別料金  

・会津若松市  17,580千円／月

・会津坂下町  15,000千円／月

・会津美里町  8,710千円／月

（消費税及び地方消費税抜き）  

◎ 水量料金

  〇 内容   電力費、薬品費等ランニングコスト

  〇 料金   10円／㎥    

　○ 超過水量　　63円／㎥ 

  （消費税及び地方消費税抜き）

◆事業の概要

◎ 市町村別計画給水量

 会津若松市   10,900㎥／日

 会津坂下町    9,300㎥／日

 会津美里町    5,400㎥／日

       合     計    25,600㎥／日

◎ 水源及び取水地点

・水源       阿賀川表流水(大川ダム放流水)

  ・取水地点   会津美里町穂馬字下川原地内

◎ 水利権   0.318㎥／Ｓ

             （平成22年 2月 15日許可）

◎ 供給開始  平成2年4月  一部給水

                 平成2年6月  全面給水

◎ 工期及び事業費  

・工期       昭和50年度～平成元年度

・事業費 　  12,945,367千円 

消防組織 水道用水供給事業
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消防本部
総務課 総務グループ・財政グループ

消防長 次長 予防課

警防課 警防グループ・救急グループ

指令課

総  務  係

予防係

会津若松消防署 警防係

救急係

救助係

城南分署

小松出張所

十文字出張所

総務係

予防係
猪苗代消防署

消　防　署 警防救急係

磐梯出張所

総務係

会津坂下消防署 予防係

警防救急係

柳津出張所

三島出張所

金山出張所

昭和出張所

総務係

会津美里消防署 予防係

警防救急係

予防グループ・危険物グループ

指令第1・2当直
(会津若松地方・喜多方地方消防指令センター）

（消防本部訓練センター）



◆ 施設利用状況

区　　分 会津若松市 会津坂下町 会津美里町

28

年

度

年合計流量(㎥) 1,761,655 1,805,990 1,617,754

日平均流量(㎥) 4,826 4,948 4,432

施設利用率(％) 44.28 53.20 82.07

27

年

度

年合計流量(㎥) 1,687,909 1,798,060 1,524,106

日平均流量(㎥) 4,612 4,913 4,164

施設利用率(％) 42.31 52.83 77.11

26

年

度

年合計流量(㎥) 1,707,092 1,849,200 1,611,090

日平均流量(㎥) 4,677 5,066 4,414

施設利用率(％) 42.91 54.47 81.74

25

年

度

年合計流量(㎥) 1,797,398 1,842,230 1,662,179

日平均流量(㎥) 4,924 5,047 4,554

施設利用率(％) 45.17 54.27 84.33

24

年

度

年合計流量(㎥) 2,025,526 1,889,540 1,568,431

日平均流量(㎥) 5,549 5,177 4,297

施設利用率(％) 50.91 55.67 79.57

23

年

度

年合計流量(㎥) 2,110,504 1,913,790 1,673,267

日平均流量(㎥) 5,766 5,229 4,572

施設利用率(％) 52.90 56.23 84.67

　
　 　 　 　 　

◆平成28年度業務量

  ・年間総有収水量　5,185,399㎥

　・年間総送水量　　5,220,479㎥

　・1日最大給水量 　16,199㎥／日（平成28年 8月 12日）

　・1日平均給水量 　14,207 ㎥／日

　・施設利用率 (1日平均給水量／１日最大給水能力)×100＝(14,207㎥／25,600㎥)×100＝55.5％

　・施設負荷率 (1日平均給水量／1日最大給水量)  ×100＝(14,207㎥／16,199㎥)×100＝87.7 ％

　・最大稼働率 (1日最大給水量／１日最大給水能力)×100＝(16,199㎥／25,600㎥)×100＝63.3％

　・有  収  率 (年間総有収水量／年間総送水量)×100＝(5,185,399㎥／5,220,479㎥)×100＝99.3 ％
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会津若松地方土地開発公社は、昭和 47 年制定の

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、会

津若松地方広域市町村圏整備組合を構成する 14市町

村(現在は10市町村）によって昭和48年に設立され

た特別法人であり、地域の秩序ある整備と住民福祉

への寄与を目指し、市町村等の委託を受け、土地の

先行取得等を行っている。

現在は地域の雇用創出、産業振興を目的とした工

業団地の整備が主な事業となっている。

組織体系は、会津若松地方広域市町村圏整備組合

に主たる事務所（事務局）を置きつつ、各市町村ご

とにその区域を所轄する従たる事務所を置き、担当

区域に係る業務をそれぞれの事務所が行っている。

  会津総合開発協議会は、会津地方の急速かつ計画

的な開発を促進するため、昭和38年に設立された。

「会津はひとつ」のスローガンのもと、全会津 17

市町村の首長並びに議会議長で構成され、主に会津

地方の振興・発展に資する事業の実現のために、一

丸となって国や県に対して要望活動を実施している

ほか、構成市町村に共通する課題や事業について

も、その実現を図るための調査・研究を行ってい

る。

また、会津若松、南会津、喜多方の各広域圏単位

で構成した地方部会があり、それぞれの圏域に密着

する事業を重点的に選択し、地域の発展のため国、

県などへの働きかけを行っている。

◆組織・構成

 ・ 会員  34名…会津17市町村の首長、議会議長

 ・ 役員  会長1名、副会長4名、部会長3名、

理事若干名、監事2名

◆活動内容

 ・ 会津開発に関する国、県等関係機関に対する要

望活動

 ・ 会津開発に関する講演会及び研修会の開催

 ・ 会津開発に関する調査研究

・ 第三セクター鉄道（会津鉄道・野岩鉄道）に対

する支援に関すること

 ・ その他会津開発に関する事業 

 　会津若松地方広域市町村圏整備組合は、平成 7年

11月に会津28市町村（現在は17市町村）の創造性

と多様性に富んだ豊かな社会づくりを目指した「ふ

るさと市町村圏」の選定を受け、喜多方地方、南会

津地方とともに、「あいづふるさと基金（30 億

円）」を造成した。

あいづふるさと市町村圏協議会は、「あいづふるさ

と基金」の果実（利息）を運用する母体として平成８

年１月に設置されており、全会津 17市町村の創造的

かつ一体的な地域振興を目指した各種ソフト事業を実

施している。

◆主要事業

　 1.あいづイメージアップ作戦事業

     (1)駅カフェ発・自慢できる会津発信事業

2.地域資源活用事業

  (1)会津地域経済循環推進協議会への支援

   3.観光物産振興事業 

　　 (1)ふるさとイベント事業補助金

   4.地域密着型情報誌発行事業

　　 (1)会津ものづくりマガジン I's(あいづ)発行

   5.地域づくり、地域おこし応援事業

　　 (1)地域づくり応援事業

　　 (2)地域おこし団体交流事業への支援
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会津若松地方土地開発公社･会津総合開発協議会
あいづふるさと市町村圏協議会

会津地方市町村電子計算機管理運営協議会
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  本協議会は、電算事務を共同で管理・執行するこ

とを目的として、昭和42年に地方自治法第252条の

2の2に定める協議会として設立された。

　以来、数々の事務の電算化を進め、法制度改正な

どの国の施策へ迅速に対応しながら、構成団体の効

率的な情報化の推進に取り組んできた。

　また、全国的にも先駆けて、自治体クラウドに取

り組み、平成 17年度から民間のデータセンターを活

用した共同運用を行い、平成 22年度からサーバ仮想

化による共同運用を行っている。

◆沿革

昭和42年 4月　2市7町2村で発足

昭和62年 1月　会津若松市で住民情報オンライン

　　　　　　　 システム本稼動開始

平成 4年 4月　町村で共同開発、共同利用、共同

　　　　　　　 発注による住民情報オンラインシ

　　　　　　　 ステム本稼動開始

平成11年 4月　総合行政情報システムが全面稼働

平成17年 4月　会津ｉＤＣ情報システムが全面稼

働（「自治体クラウド」として

共同運用開始）

平成22年 4月　民間データセンターを活用した新

情報システムが順次本稼働を開

始（6町村は、サーバ仮想化技術

の導入による共同運用）

◆構成団体（平成29年 4月 1日現在）

・１市3町3村（会津若松市、北塩原村、磐梯町、

　湯川村、柳津町、金山町、昭和村）
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