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津圏衛処 第１３号 
平成２７年５月１９日 

 
 津山圏域衛生処理組合議会議員 殿 
 

津山圏域衛生処理組合 
管理者 津山市長  宮 地 昭 範 

 
 

津山圏域衛生処理組合議会５月臨時会の招集について 
 
 このことについて、別紙津圏衛処告示第１号の写しを添えてお知らせします。 
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津圏衛処告示第 １ 号 
平成２７年５月１９日 

 
 
平成２７年５月２６日（火曜日）午後１時３０分、津山圏域衛生処理組合議会 

臨時会を津山市役所２階第１委員会室に招集する。 
 
 

津山圏域衛生処理組合 
管理者 津山市長  宮 地 昭 範 
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津 圏 衛 処 第１４号 
平成２７年５月１９日 

 
 津山圏域衛生処理組合議会議員 殿 
 

津山圏域衛生処理組合 
管理者 津山市長  宮 地 昭 範 

 
 

議案等の送付について 
 
 津山圏域衛生処理組合議会５月臨時会に提出する下記の議案等を送付いたします。 
 

記 
 
議案第１号 平成２７年度津山圏域衛生処理組合会計補正予算（第１次） 
議案第２号 財産の取得について 
議案第３号 津山圏域衛生処理組合手数料条例 
議案第４号 岡山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び岡山

県市町村総合事務組合規約の変更について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      平　成 ２７ 年  ５  月 ２６ 日

津山圏域衛生処理組合議会臨時会

日程番号 会　議　に　付　す　る　事　件

第　１ 議席の指定について

第　２ 会議録署名議員の指名について

第　３ 会期の決定について

第　４
　　選挙第１号

津山圏域衛生処理組合議長選挙

第　５
　　選挙第２号

津山圏域衛生処理組合副議長選挙
　　議案第１号

平成２７年度津山圏域衛生処理組合会計補正予算(第１次)
　　議案第２号

財産の取得について
　　議案第３号

津山圏域衛生処理組合手数料条例
　　議案第４号
　
岡山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び岡山県市町
村総合事務組合規約の変更について

第　７ 議案質疑及び一般質問

議　　事　　日　　程

　平成２７年５月２６日（火）午後１時３０分開議

第　６
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日程
番号
第１ 　議席の指定について
第２ 　会議録署名議員の指名について
第３ 　会期の決定について
第４ 　津山圏域衛生処理組合議長選挙
第５ 　津山圏域衛生処理組合副議長選挙
第６ 　議案第１号～議案第４号一括上程
第７ 　議案質疑及び一般質問

議席 選　出 出席 遅参 議席 選　出 出席 遅参
番号 市町村 欠席 早退 番号 市町村 欠席 早退

1 津 本 憲 一 津山市 出席 6 秋 久 憲 司 津山市 出席

2 浦 矢 薫 鏡野町 出席 7 黒 見 節 子 津山市 出席

3 本 山 紘 司 鏡野町 出席 8 山 本 宏 治 美咲町 出席

4 岡 田 康 弘 津山市 出席 9 原 行 則 津山市 出席

5 津 本 辰 己 津山市 出席 10 政 岡 哲 弘 津山市 出席

会議場所　　津山市役所第１委員会室

　　氏　　　名 　　氏　　　名

本日の議会に付した事件

出席・欠席または遅参・早退した議員の番号・氏名

　氏　　名 　氏　　名

説明のため出席した者の職氏名

     管 理 者
宮地　昭範

     副管理者
大下　順正

　 （津山市長） (津山市副市長)

竹内　慎二

山崎　親男 定本　一友

会計管理者 坂本　達彦

　 　事務局長 友末　憲良 　　事務局次長 森山　誠二

事務局次長 木元　和昭 参事 坂本　達彦

主幹 藤本　隆市

主幹 安井　和則

議会に付した事件

職　　名 職　　名

     副管理者 副管理者
(鏡野町長) (美咲町長)

主幹
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津山圏域衛生処理組合５月臨時会 

本  会  議 

会議録 
平成２７年５月２６日 開催 

午後１時５５分 開会 
午後２時１５分 閉会 

事務局長（友末憲良君） 
僭越でございますが、お許しをいただきまして、この席から申し上げます。 
本日の議会は、４月の津山市議会議員一般選挙及び鏡野町議会の構成替えにより議長、

副議長が不在となっております。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規

定により年長議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。 
出席議員中、年長議員は鏡野町選出の浦矢薫議員でございます。 
ここで、浦矢薫議員が臨時議長に就かれますので、ご紹介申し上げます。 
 

臨時議長（浦矢 薫君） 

只今紹介されました浦矢薫でございます。 

本日招集されました平成２７年５月津山圏域衛生処理組合議会臨時会の開会に当たり、

只今事務局長から説明がありましたように、地方自治法第１０７条の規定により、私が臨

時議長の職務を行うことになりました。 

もとより、議長選挙までの限られた時間ではありますが、議員各位のご協力によりまし

て無事任務を果たしたいと存じますので、何卒格段のご協力を賜りますようお願い申し上

げてご挨拶と致します。 

 

臨時議長（浦矢 薫君） 

只今の出席議員は、１０名であります。 

 従いまして、議員定数の半数以上のご出席をいただいておりますので、定足数に達して

おります。 

よって、臨時会は成立致しております。 

 

臨時議長（浦矢 薫君） 

これより、平成２７年５月津山圏域衛生処理組合議会臨時会を開会致します。 

本日の議事日程は、お手元にお配り致しておりますとおり、７つの日程と致しておりま

す。 

 日程第１ 議席の指定 

臨時議長（浦矢 薫君） 

これより、日程第１に入り、「議席の指定について」を上程議題と致します。 

議員の議席は、組合議会会議規則第３条の規定により、くじで定めることになっており
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ます。 

既にそれぞれ議席に着いていただいておりますが、先刻、決定致しました議席を、事務

局より説明させます。 

 

事務局次長（木元和昭君） 
本日は、大変お忙しい中、ご出席をいただきまして有難うございます。それでは、議席

につきまして、ご報告申し上げます。 
１番 本山紘司議員、２番 浦矢 薫議員、３番 津本憲一議員、４番 岡田康弘議員、 
５番 津本辰己議員、６番 秋久憲司議員、７番 黒見節子議員、８番 山本宏治議員、 
９番 原 行則議員、１０番 政岡哲弘議員、以上でございます。 

 

臨時議長（浦矢 薫君） 

只今事務局より議席の報告を致しましたが、慣例により、１番は議長、２番は副議長と

なっておりますので、議長、副議長が選出されましたら、交代していただきます。 

 

臨時議長（浦矢 薫君） 

それから、この度組合議員に選出されました方をご紹介致します。 

津山市から、秋久憲司議員、岡田康弘議員、黒見節子議員、津本憲一議員、津本辰己議

員、原 行則議員、政岡哲弘議員、鏡野町から、浦矢 薫議員、本山紘司議員、美咲町か

ら、山本宏治議員でございます。 

 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

臨時議長（浦矢 薫君） 

それでは、これより日程第２に入り、本日の会議録署名議員の指名を行います。 

慣例により、議長・副議長が選出され、議席の交代をした後の３番議員、４番議員の両

名にお願いします。 

 日程第３ 会期の決定 

臨時議長（浦矢 薫君） 

次に、日程第３に入り、「会期の決定について」を上程議題と致します。 

今回の会期は、本日１日間とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

 

臨時議長（浦矢 薫君） 

ご異議なしと認めます。 

よって、今回の会期は、本日１日間と決定致しました。 

 

 日程第４ 津山圏域衛生処理組合議会議長選挙 

臨時議長（浦矢 薫君） 

それでは次に、日程第４に入り、選挙第１号「津山圏域衛生処理組合議会議長選挙」を

行います。 
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この選挙は、全員協議会の申し合わせにより、指名推薦によることとし、指名の方法に

ついては、臨時議長において指名することと致したいと思いますが、これにご異議はござ

いませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

 

臨時議長（浦矢 薫君） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、津山圏域衛生処理組合議会 議長選挙は指名推薦によることとし、臨時議長に

おいて指名することと致しました。 

それでは、指名を致します。 

議長に、津本憲一議員を指名致します。 

 

臨時議長（浦矢 薫君） 

お諮り致します。 

只今、私において指名を致しました津本憲一議員を議長の当選者と定めることにご異議

はございませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

 

臨時議長（浦矢 薫君） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、津本憲一議員が、津山圏域衛生処理組合議会議長に当選されました。 

 只今、議長に当選されました津本憲一議員が議場におられますので、この際、本席から

口頭により当選の告知を行います。 

慣例によりまして、議席の交代をお願い致します。 

（３番津本憲一議員が１番議席へ、１番本山紘司議員が３番議席へ交代。） 

 

臨時議長（浦矢 薫君） 

この際、新議長にご挨拶をお願い致します。 

 

議長（津本憲一君） 

 失礼致します。 

 微力ながら任務に務めたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

臨時議長（浦矢 薫君） 

ご協力有難うございました。 

私に与えられた任務は、以上で終了致します。ここで議長席を交代致します。有難うご

ざいました。 

（浦谷 薫臨時議長から津本憲一議長へ交代。） 

日程第５ 津山圏域衛生処理組合議会副議長選挙 

議長（津本憲一君） 
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それでは次に、日程第５に入り、選挙第２号「津山圏域衛生処理組合議会副議長選挙」

を行います。 

この選挙は、全員協議会の申し合わせにより、指名推薦によることとし、指名の方法に

ついては、議長において指名することと致したいと思いますが、これにご異議はございま

せんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

 

議長（津本憲一君） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、津山圏域衛生処理組合議会副議長選挙は指名推薦によることとし、議長におい

て指名することと致しました。 

それでは、指名を致します。 

副議長に、浦矢 薫議員を指名致します。 

 

議長（津本憲一君） 

お諮り致します。 

只今、私において指名を致しました浦矢 薫議員を副議長の当選者と定めることにご異

議はございませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

 

議長（津本憲一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、浦矢 薫議員が津山圏域衛生処理組合議会副議長に当選されました。 

 只今、副議長に当選されました浦矢 薫議員が議場におられますので、この際、本席か

ら口頭により当選の告知を行います。 

慣例によりまして、議席の交代をお願い致します。 

（２番は浦矢 薫議員につき議席の交代なし。） 

 

議長（津本憲一君） 

この際、新副議長にご挨拶を願いしたいと思います。 

 

副議長（浦矢 薫君） 

一言ご挨拶申し上げます。         

本組合議会臨時会におきまして、皆様方のご推挙により、津山圏域衛生処理組合議会副

議長に選ばれましたことは、この上もなく光栄に存じますとともに、その責任の重大さを

痛感している次第であります。 

幸いにして津本憲一議長のもと、皆様方のご支援を戴きまして、組合発展のため、懸命

な努力を致したいと思います。 

皆様方の絶大なるご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではあり

ますが、就任のご挨拶と致します。 
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有難うございました。 

 

日程第６ 議案第１号～議案第４号一括上程 

議長（津本憲一君） 

 次に、日程第６に入り、議案第１号「平成２７年度津山圏域衛生処理組合会計補正予算(第

１次)」、議案第２号「財産の取得について」、議案第３号「津山圏域衛生処理組合手数料条

例」、議案第４号「岡山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び岡山県

市町村総合事務組合規約の変更について」先程の全員協議会でご承認をいただいておりま

すので、４件を一括上程議題と致します。 

この際、管理者の提案説明を求めます。 

管理者 宮地昭範君。 

 

管理者（津山市長 宮地昭範君） 

本日、ここに組合議会５月臨時会を招集致しましたところ、議員の皆様にはご多忙中に

も関わりませずご出席を賜り、誠に有難うございます。 

 それでは、只今上程されました議案４件につきまして、ご説明申し上げます。 

 まず、議案第１号「平成２７年度津山圏域衛生処理組合会計補正予算（第１次）」でござ

いますが、津山圏域衛生処理センターの施設更新につきまして、汚泥再生処理センターの

ＤＢＯ事業者選定に当たり、建設工事費及び運営業務委託料の債務負担の限度額を設定す

るものでございます。 

 次に、議案第２号「財産の取得について」でございますが、汚泥再生処理センター施設

整備事業用地及び現有施設用地のうち、組合所有でない部分を購入するものでございます。 

 次に、議案第３号「津山圏域衛生処理組合手数料条例」についてでございますが、小規

模修繕等の発注証明手数料徴収のため、条例を制定するものでございます。 

 次に、議案第４号「岡山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び岡

山県市町村総合事務組合規約の変更について」でございますが、平成２７年１２月１日か

ら津山圏域資源循環施設組合の加入を承認するとともに、規約の変更を行うものでござい

ます。 

以上４件でございますので、何卒よろしくご審議のうえ、ご議決を賜りますよう、お願

い申し上げます。 

 

 日程第７ 議案質疑及び一般質問 

議長（津本憲一君） 

提案理由の説明は、只今お聞きのとおりであります。 

これより、日程第７に入り、「議案質疑及び一般質問」を行います。 

 

議長（津本憲一君） 

本日は、質問の通告がありませんので、これより採決に移ります。 

議案第１号「平成２７年度津山圏域衛生処理組合会計補正予算(第１次)」、議案第２号「財

産の取得について」、議案第３号「津山圏域衛生処理組合手数料条例」、議案第４号「岡山
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県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び岡山県市町村総合事務組合規

約の変更について」については原案のとおり議決することにご異議はございませんか。 

（「異議なし」という声あり。） 

 

議長（津本憲一君） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１号「平成２７年度津山圏域衛生処理組合会計補正予算(第１次)」、議案

第２号「財産の取得について」、議案第３号「津山圏域衛生処理組合手数料条例」、議案第

４号「岡山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び岡山県市町村総合

事務組合規約の変更について」は、原案のとおり議決することに決します。 

 

議長（津本憲一君） 

以上で、本日の日程は全て終了致しました。 

この際、管理者からご挨拶がございます。 

 

管理者（津山市長 宮地昭範君） 

本日は、大変ご多忙中のところ組合議会臨時会にご出席をいただき、只今は諸議案につ

きまして適切なご決定を賜り、誠に有難うございました。 

本日、補正予算のご決定をいただきましたので、速やかに入札公告を行い、施設建設・

運営事業者の選定を進めて参りたいと、この様に考えているところでございます。 

今後におきましても、議会の皆様や地元の皆様方のご理解とご協力をいただきながら事

業を進めて参りたいと、この様に考えているところでございますので、ご指導並びにご協

力のほどお願いを申し上げまして、ご挨拶に代えさせていただきたいと思います。 

本日は大変ご苦労様でございました。有難うございました。 

 

議長（津本憲一君） 

 閉会に当たりまして、私からも一言ご挨拶を申し上げます。 

 皆様におかれましては、提案されました諸議案につきまして終始ご熱心にご審議いただ

き、適切なご決定を賜り、ここに閉会する運びとなりました。 

 今組合議会はもとより、平素から議員の皆様をはじめ、事務局並びに住民各位のご協力

に対し、心から感謝の意を表す次第であります。 

 皆様方には、今後とも健康に十分ご留意いただき、環境行政の進展に一層のご尽力を賜

りますようお願いを申し上げ、ご挨拶と致します。 

これをもちまして、平成２７年５月津山圏域衛生処理組合議会臨時会を閉会と致します。 

大変、ご苦労様でした。 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、本会議の顛末を証するため、ここに署名

する。 
 
 

平成２７年５月２６日 
 
 
         津山圏域衛生処理組合議会 議長  津 本 憲 一 
 
 

津山圏域衛生処理組合議会 議員  岡 田 康 弘 
 
 

津山圏域衛生処理組合議会 議員  本 山 紘 司 


