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◎総務文教常任委員会の審査結果報告について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第９、陳情第１号 財団法人アイヌ民族博物館学芸事業支援に

関する陳情書を議題に供します。 

 本件については、定例会７月会議において総務文教常任委員会に付託いたしましたが、その

審査結果の報告書が提出されておりますので、委員長の報告を求めます。 

 及川保委員長。 

〔総務文教常任委員会委員長 及川保君登壇〕 

○４番（及川 保君） 陳情の審査報告書。 

本委員会に付託された陳情の審査結果を、次のとおり白老町議会委員会規則第 45 条第１項の

規定により報告いたします。 

 記。 

１、件名、陳情第１号 財団法人アイヌ民族博物館学芸事業支援に関する陳情書。 

 ２、陳情提出者の住所及び氏名、白老町若草町２丁目３番４号、財団法人アイヌ民族博物館

理事長野本勝信。 

 ３、参考人の招へいにつきましては記載のとおりでございます。 

 ４、審査の経過、平成 21 年７月 16 日再開された平成 21 年白老町議会定例会７月会議におい

て本委員会に付託されたので、平成 21 年７月 17 日、８月３日、11 月 16 日、11 月 24 日の４日

間、委員会を開催し、慎重に審査した。 

 特に、８月３日は、陳情提出者の役員を参考人として招へいし、願意の説明を受けた。 

 (１)財団法人アイヌ民族博物館の沿革。 

 白老町におけるアイヌ文化は、市街地の旧国道沿い（大町１丁目）にあった白老コタンが、

昭和 37、8 年ころから観光客の急増で手狭となり、コタンの環境悪化や火災予防上の危険性が

あることから昭和 40 年５月にアイヌ文化の伝承保存及び公開の地として現ポロトコタンへ移

設された。 

ポロトコタンの移設とあわせて白老町の第三セクターである白老観光コンサルタント株式会

社が設立され観光振興の充実が図られてきたが、昭和 51 年に同社の発展的解散に伴い、アイヌ

文化の伝承保存を目的とした財団法人白老民族文化伝承保存財団が北海道から正式に財団法人

の認可を受け設立した。 

 その後、昭和 59 年にアイヌ古式舞踊が国の重要無形民俗文化財に指定され、同年、博物館法

による登録博物館としてアイヌ民族博物館（以下「博物館」という。）を開館し、広く国内外に

アイヌ民族文化を発信してきた。平成２年に現在の財団法人アイヌ民族博物館（以下「財団」

という。）に改称して現在に至っている。 

 (２)財団の運営。 

 財団は、総務課、伝承課及び学芸課の３課体制のほか物販・駐車場運営の特別会計事業があ

り、常勤理事２名・職員 54 名体制で運営されている。職員は、正職員 27 名とその他職員（臨
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時・嘱託等）で構成され、正職員率は 50％である。正職員のうち５名が学芸員として配置され

ている。 

 財団の事業は、寄付行為の定めに基づいて事業が行われ、アイヌ民族文化の資料展示、収集・

記録・保存のほか、古式舞踊の公開、教育普及事業などが主なものである。 

 また、フィンランド・サーミ民族博物館との姉妹博物館提携を初めロシア・サハリン州立博

物館との学術交流や先住民族国際フェスティバルの開催を通して先住民族間の国際交流事業に

も積極的にかかわってきている。 

(３)博物館の入館者数と財務。 

 財団の入館者は、法人化した昭和 51 年度から 60 万人を維持しながら上昇を続け、平成３年

度に過去最高の 87 万人の入館者を数えたが、その後はバブル経済の崩壊から始まった景気低迷

などのさまざまな要因で入館者数は下降線をたどり、昨年度においては過去最低の 21 万人に至

った。 

 平成 13 年度以降、採算ラインの 30 万人を割り続けている現状であり、本年度においても 10

月末現在で、前年度比 16％減となる 14 万人台までしか達しておらず、年間では 20 万人割れと

なる約 17 万人になる見込みである。 

 財団の運営は、そのほとんどの経費が博物館の入館料で賄われており、入館者数の減により、

銀行からの借り入れや預貯金の取り崩しによりかろうじて維持されてきているが、その間、白

老町においてもアイヌ文化調査研究等推進事業費補助金、都市公園使用料減免などのさまざま

な支援を行ってきているが、財務状況も非常に厳しいものとなっている。 

 ５、審査の結果。 

採択すべきものと決定。 

 ６、審査意見。 

平成 19 年９月「先住民族の権利に関する国連宣言」を採択し、日本政府も平成 20 年６月、

衆参両議院において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を全会一致で採択し、

その後、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会が内閣官房に設置され、７月に同懇談会か

ら報告書が提出された。 

 今後のアイヌ文化に対する政策の中においても、博物館の役割はますます高くなってくるも

のと思われることから、本陳情書を採択するものとした。 

 ただし、次の二点について附帯意見を付するものとする。 

 (１)陳情書から見える願意には、「公共性を有する学芸部門は、公立の社会教育施設として位

置づけて、公的資金で運営する。」及び「博物館が将来にわたって存続できるよう支援願いたい。」

とする二点であるが、参考人から願意の説明を受けた際に、「博物館を町営にすることを考えて

いるわけではない。」と説明を受けているので、前段の願意をくみ取ったものでないこと。 

 (２)財団への支援に当たっては、町は次の項目について必要な措置を図るとともに、財団に

対する指導を徹底すること。 

 ①入館者の増加対策を初めとした財団のさらなる自助努力を求める。 
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 ②日本政府が国会決議により先住民族として認めたことから、国はもとより北海道及び財団

法人アイヌ文化振興・研究推進機構が責任を果たしていくべきであり、町はそれらに対して積

極的な働きかけを行う。 

 ③現在、白老町は財政改革プログラムにより財政の健全化を図ろうとしている最中であり、

支援については当面の処置とすべきであり、支援する年限を明示する。 

 ④博物館の使命及び役割を十分に果たす。 

 以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま総務文教常任委員会委員長から報告がありましたが、この

委員長報告について質問がありましたらどうぞ。 

 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。ただいま委員長からご報告がありまして、文面をよくお

聞きしておりました。 

 私は、たしかこの事業に対して昨年も同一のような陳情があって、たしか 500 万円支援をし

ております。それから、今年もこの財団に関しては、あれこれ 1,260 万円ほど補助をしている。

そんな中で、財団の役割はいろいろ今までやってきたと思うのですが、まず野村義一さんが 32

年間にわたって、今アイヌ協会と言っているのですが、理事を務めて、最終的にはアイヌを先

住民族と認めなさいと、これをずっと訴えていた。 

 それで、平成 7 年にアイヌ文化法、新法が採択され、それから 12 年にはそれに基づいて北海

道のアイヌ文化振興・研究推進機構というものが立ち上げられた。たしか、佐々木高明理事長

かな。その中でも、アイヌ振興のためにと言って、たしか５億 6,000 万円ぐらい、この機構に

おかべを言って、北海道のアイヌ文化の振興あるいは保存・伝承を中心になってやる。これが

機構の役割なのです。 

 それから、平成 14 年はイオル、この拠点として白老が選ばれた。これも、先ほど言った野村

さんが長い間国連でやってきた。国連、国会、アイヌを先住民族と認めなさいと。この一端と

して白老財団博物館をつくって、そして 6,000 点からのあらゆるアイヌに関する資料を集めて、

日本一の資料館だと。こういうことも含めて、白老には先ほどの報告のように、最高 87 万人。

しかし年々こう減ってきているのだと。 

しかし、このアイヌ博物館のこの事業も、博物館の役割も、あのイオル構想、それから 19

年のアイヌの権利を守る、これも採択された。20 年には正式に先住民族と認めるよと、衆参両

議院でも認められた。このことで、私はこのアイヌ文化、白老の果たしてきた役割は大きいし、

今後も保存と伝承には、舞踊も含めて伝えていく、この役割はあると思うのです。 

しかしながら、この入場料でこの運営をしている。当然少なくなってくれば苦しいわけです。

それで、87 万人から 30 万人がずっと続いて、25 万人、21 万人。今年は 17 万人だろうと。大

切なことは、この 17 万人、これだってもっと減るかもしれない。それで、この入場料だけを柱

にして運営していくのはちょっと無理ではないかなと。それには、この財団そのものがきちっ

としたそれなりの、先ほど言ったさまざまな法律が認められて、アイヌ文化、先住民が認めら



 4

れたと。１つ仕事は成し遂げたわけです。 

それから、あの博物館も 6,000 点以上のありとあらゆる日本一だと言われるほどの資料を集

めた。もうひとつ責任は果たされているなと、あの博物館も。 

 そして、今後はやはり行政改革をきちっとして、町もこれだけ苦しいわけですから。それか

ら、アイヌの人方が、あそこで働いている人だけがアイヌではないのです。会員もいるわけで

すから。その方も含めて、きちっと行き届けるような政策をきちっと考えてやらなければ、い

つまでたっても入場料に頼ってやっていたら、金がないから金をください方式では、私は納得

いきません。住民も町民も納得いかないと思うのです。 

 ですから、今後はきちっと 54 人も職員がいるのがいいか悪いかは抜きにして、入りと出とき

ちっと計画を立てて、自立して、もう自立できるのです。先住民として認めたわけですから。

この大きな目的は成し遂げたわけですから。 

 ですから、これからは町の支援でなく、国か道か、この機構が中心になってきちっとやるべ

きであって、金が足りないから金をくださいと、町民の税金を。しかも、そこにだけは簡単に

あげるような行政ではいけないと私は思うのです。 

 私は、委員長とはよく話を聞いているから、大事なことは、この委員会報告を行政がどう受

けとめて、そして行政がこの支援をどうやるか。私は慎重に判断してやっていきたい、いただ

きたい。こんな思いで私は今質問をしたのですが。そういう気持ちで、やっぱり議会側として

は、議会の決めたことですから、私も従います。反対ですけれども従います。しかしながら、

そういう、行政には議会としてきちっとした物の言い方をして、そして安定した将来に向けた、

そしてこのアイヌ文化振興・研究推進機構、ここのところにきちっと、やっぱりやるような、

議会としての指導を強く求めるべきだと、こう思います。 

○議長（堀部登志雄君） 及川保委員長。 

○４番（及川 保君） 松田議員のほうから大変委員会としても重いご意見をいただきました。 

 実は、この本陳情を総務文教常任委員会のほうに付託をされました。そういう中で、どうい

う形でこの陳情を審査しようという、委員の皆さんと実は議論をしたときに、まず現場の状況

をきちんと調査してみようということで、実は学芸員、私ども委員会が財団に赴きまして、２

時間にわたって学芸員と直接懇談をいたしました。 

 この中で、先ほど来松田議員のほうからも申されておりましたけども、ここにまだ非常に多

くの資料をまとめなければならない部分があるにもかかわらず、大変学芸員の皆さんの職務と

言いますか、全国、多岐に渡って講演とかそういう非常に、本来の、学芸員というのは多分そ

ういうものも仕事の１つではあると思うのです。しかしながら、本来のそういう財団の、あそ

この部分にいて、やらなければならない仕事がやれない状況の中で実は、今日まで動いている

のです。我々としては、そういった話を調査しまして、これ本来の姿と違うなと。講演とか、

そういうのも確かに重要であります。遠くは沖縄まで行って、いろいろ伝えなければならない

部分、こういった仕事も彼らの任務になっているわけです。そういういろいろな問題を、この

陳情の中には入っていたのですけれども、我々はそういった部分も含めて、非常に厳しい状況
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を確認してきました。 

 もう１つは、それを持ち帰りまして、また議論したときに、このままではならないだろうと。

何回も繰り返しますけれども、松田議員が先ほどおっしゃられた、あそこにおられる方だけが

アイヌ民族ではないぞと、こういう思いも実はありまして、それであるならば、アイヌ協会の

考え方もぜひ聞いてみようと。実はこの委員会、アイヌ協会の、先ほども報告しましたけれど

も、白老アイヌ協会の支部長、そして北海道アイヌ協会の理事長であります、白老町のアイヌ

協会の副支部長になっているのです。理事長も一緒にお招きしまして、ここの役場庁舎の中で、

実は調査をしたと。いろいろな話を伺いました。それで、先ほど来ありましたように、アイヌ

機構。正式には先ほど申し上げておりますけれども、この推進機構の役割と言いますか、非常

に私は大きいと見ました。そして、総務の委員の皆さんも、この機構が今まで、その役割は十

分認識しています。そして、加藤理事長もそこの理事におられる方なのです。そういう意味で

会って、委員会の中では加藤理事長のほうにも、この機構の役割は非常に大きいと。この北海

道の、確かにアイヌ民族の一番のてっぺんなのですけれども、そういうことであるなら、やは

りこの財団の、白老町アイヌ民族博物館のこの財団の管理も、運営も、やっぱり国と一緒にな

って果たしていかなければならない責任というのは非常に重いのではないかと。 

 ですから、この報告書の中にも、国、そして道、この推進機構。この３者の役が非常に大き

いのではないかと。これ、やっぱりきちっと役割を果たしてほしいと。こういう思いを込めま

して、先ほど報告させていただきましたけれども、委員皆さんの全員の一致の見方であります。

そういうことも十分踏まえて、さらに白老町のアイヌ民族の全体の状況もしっかりと踏まえた

中で、町は支援する、私どもも採択いたしました。これは苦渋の判断として、各議員の皆さん

には受け取っていただきたいと、こういうふうに思います。 

 質問という形でなかったものですから、状況説明だけにいたしますけれども、そういうこと

で、本当によく総務文教常任委員会の各委員の皆さんからは、大変厳しいご意見も出されまし

たけれども、最後のこの委員会、先般 11 月 24 日に開かせていただきました。これも、実は委

員長がまとめた報告、これは違うぞと。もう少しこれを具体的に入れてほしいと、我々が委員

会の中で審査した部分をきちんと入れてほしいと、こういう意見もございまして、最後の委員

会も非常にまた町のこの厳しい財政の中で、この役割をどうしていくのかと。こういうことも

文言に、町に対して入れさせていただきました。こういうことも含めまして、ぜひ各委員の皆

さんにはご理解をいただきたいなというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。先ほど同僚議員からいろいろとご指摘がご

ざいましたけれども、私も先ほどのご指摘のあった意見に非常に近いものを持っております。

白老町における、この財団さんの役割というのは、今まで果たしてきた功績が非常に私は大き

いと思いますし、評価もしたいと思います。 

 しかしながら、やはり先ほど出ておりましたけれども、入場料だけで賄えるというようなこ

とは、もう大分前から既に難しい状況にあったわけです。それで、あそこの場所というのは、
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ある意味白老町における観光スポット、観光の拠点であるということでもございますけれども、

やはり観光というよりは社会教育施設の位置づけのほうが、私は強いのかなというふうに思っ

ております。例えば、旭山動物園ですとか、沖縄の美ら海水族館のように、ジンベイザメやマ

ンタが間近で見られる施設。あれはもう、子供を連れて１回見せたいなと、そういうようなと

ころでございますけれども、今の、それでは財団のところを教育施設としてもし連れて行くと

いうようなことであれば、これは、私はきちっと国、道、そして町も一緒になって、教育の一

環として必ず見せるようなカリキュラムを組んでくれるような、国が考えていただけるような

ことを、やはり図っていくべきではないのかなというふうに思っているわけです。 

 それで、きょうはこれ、金額だとかそういうのが出ているわけでもございませんし、恐らく

これを町が受けて、どのような形で上程されていくかというのはわかりませんけれども、その

時点でやはり私は大いに町側とも議論を、これはしなければならないのかなというふうに思い

ます。 

 私もずっと白老で生まれ育っているものですから、過去の経緯もいろいろわかっております。

非常に財団がいい時代は金も出さなくてもいいけど、あなたたち口も一切出さないでください

と。ここは我々の聖域の場だと。一切口を出すなと。こういうスタイルで長年来ていたのです。

ところが、今こういう状況になって、公的資金をお願いします。しかも昨年の 12 月末ですか、

学芸員の養成ということで 500 万円も既に出しているのです。それで、年が明けて、そしてま

たさらに厳しいですよと。それではあのときの 500 万円というのはどういう計算だったのかな

と。もっと予測できなかったのかなというふうに、正直思っています。それで、こういう会議

の場でその 500 万円について、職員のボーナス的な発言も、実際そのとき皆さんいらっしゃっ

たと思うのですけれども、ございました。それで後から訂正されました、町のほうでです。で

すから、私はやはり、これから町民の税金をどんどん注入していかなければならないというこ

とであれば、町民に愛されるようなことをやはり、町民に理解されなければだめだと思うので

す。あの施設そのものをです。 

そういったことも含めて、運動展開と申しますか、そういうこともやはり必要ではないのか

なというふうに思います。冒頭に申し上げましたけれども、町の施設というようなことでは経

営はできるわけではございませんので、やはり国ですとか、道。特に国です。そういったとこ

ろに対して、委員長、ひとつ働きかけをしていただくような、総務文教常任委員会が中心とな

って働きかけをしていただくようなことも視野に入れて、ぜひやっていただきたいなというふ

うに、このように考えているわけでございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 及川保委員長。 

○４番（及川 保君） 質問ではなかったように伺いました。 

 まさに、この陳情審査をしている段階でも、このお金の面、お金の面と言いますか、この決

算報告なんかも出していただきまして、そういう状況も調べております。 

 それと、この機構の役割、先ほども申し上げましたけれども、今議員もおっしゃいました。
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機構というのは非常に大変大きな役割をこれからも果たしていかなければならない。であるな

らば、白老町の北海道にあるアイヌ民族の１つの拠点としてあるわけですから、この機構の役

割は今後も大きいだろうと。そして、さらに今議員もおっしゃったように、国の役割。国もし

っかり、はっきりと今回の政権交代の中でも真っ先に申し述べていますから、ぜひこのことも

町を挙げて、町長以下、議会も、ぜひ国にこのことを働きかけると。働きかけていくというこ

とを私どもも約束して、ぜひこの責任を果たしていきたいなというふうに思います。 

 それともう１つ、確かに景気のいいとき、観光客がどんどんどんどん入ってきた、80 万人を

超える観光客があったときは、確かにずっと、その中で実は自由にやってきたわけです。そし

て口出しをするなとかという部分もあったような話も聞いております。ただ、しかしその中で

も、例えば観光協会に、金額ははっきりと確認していませんけれども、そういった出資をして

いる時期もあったようでございます。ですから、すべてがおんぶに抱っこではなかったという

部分では、理解していただきたいなというふうに思います。その部分では必ずここにも明言さ

せていただきましたし、報告の中にも積極的に国、この３者に対しても働きかけていくと、こ

ういう文言を、これ実は後から最後の委員会の中で、各委員の皆さんからこのことを出されま

して、きちっとこれを責任を果たしていくということで、お約束させていただきたいというふ

うに思いますので、どうぞご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。委員長にちょっと、１、２点お尋ねをしたいので

す。自分の考え方を述べてもいいのだったら述べたいのですけれども、私今まで何回か質問し

ていますから、それはやめます。ただ、松田議員が質問された中身で、非常に共感できる部分

がたくさんあったということだけは、お話しをしておきたいと。特に、運営と研究は、私は全

く別のものだと。運営と研究は別のものだというふうに思っております。ですから、そういう

点で言えば、そこのところはきっちり押さえて議論されたのだなというのは、この４項目で感

じることができますから、そこの点は結構です。 

 １つお伺いしたいのは、今ちょっと触れられましたけど、私はアイヌ民族博物館が都市公園

として白老町に使用料をたくさん払ってきているという認識が、僕にはあります。それから、

経済効果を含めて、この財団が経済的に非常に大きな役割を果たしてきたという、私は認識で

実はいます。観光協会の件も同じでございます。そういうことが、総務文教常任委員会の中で

きちっと検証されたかどうか。これはやっぱり、議会として物を見るときに、私はとっても大

切な部分だろうというふうに思っております。そういう検証を常任委員会としてやられたかど

うか。これが１点。 

 もう１点。これ決してけちをつけていないですから誤解しないでください。これ④なのです

けど、このとおりなのです。ただ、「博物館の使命及び役割を十分に果たす。」とて終わってい

るのだけど、「果たすこと。」と普通、それなら何となくわかるような気がする。「果たす。」こ

れは何か意味があってこういうふうにされたのか、何かこのほうが。いや、私勝手に考えるこ

とで、きついというか、何か意図があってこういうふうに「果たす。」としたのか。「博物館の
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使命及び役割を十分果たす。」と言ったら、今まで果たしていないから果たしなさいよというの

か。「果たすこと。」というのだったら何か理解できるのだけど、これ国語的なことを言ってい

るのではなくて、何か意図があってそういうふうになったのかどうか。そういうふうに何かと

れるように、僕はちょっとぱっと読んだときに思ったのです。そんなものですから、何も意味

がないのならそれで結構です。ただ、やっぱり十分果たせというのならそれはそれで構いませ

んけど、意図があるのであれば中身をちょっと教えてほしいと。こういうことであります。 

○議長（堀部登志雄君） 及川保委員長。 

○４番（及川 保君） ３点ほどあったと。１つ目は、財団の運営と役割については、研究と

はきちっと、全くそのとおりでございます。 

 ２つほどございました。この都市公園については、これ長い間ある一定の減免を受けながら

も、やはりその納税という部分ではきちっと町にとってはやっぱり大事な１つの大きな税とし

て、納税の役割をきちっと果たしてこられたというのは、これは間違いないなく事実でござい

ます。このあたりの部分をきちっと調査を実はしておりますので、ぜひご理解をいただきたい

なというふうに思います。 

 それと、最後の部分ですが、実はこの４点の附帯意見を付けさせていただきました。それで、

この大きな(２)の中で、この最後の文言で、「財団に対する指導を徹底すること。」ここに、実

は「こと」を集約いたしまして、この４点には「こと」を省かせていただいたのです。私も実

は、「こと」は最初は入っていたのですけど、逆に後から除いたということで、相手に対して伝

えられにくかったかなと、今実はちょっと反省しているのです。実は、最初の文言では入って

いたということで、しかしこの(２)の中ですべて集約をしているということからすると、ここ

にさらに「こと」「こと」「こと」と全部、「こと」にすると、ちょっと文言としてはおかしくな

るかなという、逆の配慮を実はしてしまったかなというのは今ありますけれども。そのあたり

ちょっと、ご理解をぜひいただきたいなというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 今の④については、そういう何も意味、その「こと」をつけるつけ

ないということでは関係ないということなものですから、それは理解します。 

 その前の部分なのですけど、ちょっと記憶が違っているかもしれませんけど、都市公園の使

用料、たしか２億円とかという、そういう金額を財団が払っていたような記憶が僕はちょっと

あったのです。それで、そういうことの評価を、事実に基づいてされたかどうかというあたり

が、僕はちょっと、ほかのことで言えば、松田議員が言われたように、アイヌ民族全体で言え

ばものすごい貢献をしているわけです、白老町には。これはあるのです。財団そのものも、私

は町に対する財政的な貢献度、それから公団体。要するに財団ですから、利益は上げられませ

んので、公団体に対する貢献度。それから、これはちょっと付随しているのだけど、来られた

お客さんの経済的な波及効果。そういうことでは、私はかなり高いものがあったというような

記憶をしていたものですから、そこら辺が議論されていればということで聞いたのです。 

○議長（堀部登志雄君） 及川保委員長。 
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○４番（及川 保君） 実は委員会の中では、この財団がどういう補助メニューを受けている

か、この部分から実は審査を、調査をしまして、そこで派生してきたのがこの都市公園の部分

だったのです。それで、この部分だけとらえて実は委員会としてはやっておりません。議論は

しておりませんけれども、間違いなくこの部分も含めて、町に対しての貢献は非常に大きいも

のがあったなという認識は、実は委員長としてはとらえておりますけれども。このあたりちょ

っとご理解いただければいいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） お諮りいたします。 

 陳情第１号 財団法人アイヌ民族博物館学芸事業支援に関する陳情書は、委員長報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。 

よって、陳情第１号は、委員長報告のとおり採択と決定いたしました。 
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