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䛡䛷䛺䛟䚸Ύᤲ䜔⚍䛺䛹⏫ෆ䛾άື䛻Ꮚ䛹䜒䛯䛱䜢✚ᴟⓗ䛻ཧຍ䛥䛫䚸ᆅᇦ
䛾ே䛸㛵䜟䜚䛺䛜䜙ୡ௦㛫䛾䛴䛺䛜䜚䜢స䛳䛶⾜䛟䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹䛭䛾䜘䛖
䛺ほⅬ䛛䜙䚸⏫ෆ䚸ᆅᇦ䛸䛾㐃ᖏឤ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾⟇䜒ᚲせ䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹

䚷
䕿ᆅᇦ䛸䛾㐃ᖏឤ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾⟇䛻䛴䛔䛶
䚷ᆅᇦ䛸Ꮚ䛹䜒䜔Ꮫᰯ䛸䛾㐃ᖏឤ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛻䚸⾜ᨻ௨እ䛷䜒䛥䜎䛦䜎䛺άື䛜
⾜䜟䜜䛶䛚䜚䚸ᖺ䠎ᅇ䛾䜽䝸䞊䞁సᡓ䛷䛿䚸㐃ྜ⏫ෆ䛜Ꮚ䛹䜒䛾ཧຍ䜢䜃䛛䛡
䛶䛔䜛䜋䛛䚸䠪䠬䠫ἲே䛻䜘䜚Ꮫᰯ䞉ᐙᗞ䞉ᆅᇦ䛾㐃ᦠ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䝣䜷䞊䝷䝮䛜
㛤ദ䛥䜜䜛䛺䛹䛧䛶䛚䜚䚸ᕷ䛸䛧䛶䜒䚸ᆅᇦ䛾ே䛸Ꮚ䛹䜒䛾㛵䜟䜚䜢ಁ㐍䛧䚸ᆅᇦ
䛸䛾㐃ᖏឤ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛻䛿䚸Ꮫᰯ䞉ᆅᇦ䞉ಖㆤ⪅䛾㐃ᦠ䜔ᆅᇦ䛾ᩍ⫱ຊྥୖ䛜
䛝䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛩䛸⪃䛘䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹
䚷⌧ᅾྂ㛫ᮌᑠᏛᰯ䛷┴䛾ጤクᴗ䛸䛧䛶ᐇ䛧䛶䛔䜛Ꮫᰯᨭᆅᇦᮏ㒊ᴗ
䛿䚸ᆅᇦ䛾ே䚻䛜ཧຍ䛩䜛Ꮫᰯᨭ䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䜢άᛶ䛥䛫䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸
ᆅᇦ䛾ே䛸Ꮚ䛹䜒䛾䛴䛺䛜䜚䜔ᆅᇦ䛾ᩍ⫱ຊྥୖ䜢┠ᣦ䛩䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᆅᇦఫ
Ẹ䛸䛭䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛸䛾㐃ᖏឤ䜢㧗䜑䜛ຠᯝ䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾ᴗ䛿䚸ᖹᡂ
䠎䠏ᖺᗘ௨㝆䚸┴䛾ጤクᴗ䛷䛿䛺䛟䛺䜛䛜䚸ᑠ୰Ꮫᰯ䛾Ꮫᰯᨭ䝪䝷䞁䝔䜱䜰
άື䜢άᛶ䛩䜛䛯䜑䚸䛭䛾᪉⟇䛻䛴䛔䛶Ꮫᰯ䛾⌧≧䜔ពྥ䜢ㄪᰝ䛧䛺䛜䜙ᣑ
䛻ྥ䛡䛶᳨ウ䛧䛶䛔䛟䚹
䚷ᖺᗘ䛿䚸ᆅᇦ䛾ᩍ⫱ຊ䜢ඣ❺䞉⏕ᚐ䜈㑏ඖ䛩䜛ᩍ⫱⎔ቃ䜢┠ᣦ䛧䚸䛻Ꮫ

ᐙᗞ䞉ᆅᇦ䛾ᩍ⫱⎔ቃ䛾ᐇ ᩍ⫱ጤဨ

䚷ᖺᗘ䛿䚸ᆅᇦ䛾ᩍ⫱ຊ䜢ඣ❺䞉⏕ᚐ䜈㑏ඖ䛩䜛ᩍ⫱⎔ቃ䜢┠ᣦ䛧䚸䛻Ꮫ
䜃䚸ே䛻Ꮫ䜆䛂䜖䜑ᐇ⌧᥎㐍ᴗ䛃䜢ᕷෆᑠᏛᰯ䠑ᖺ⏕䚸୰Ꮫᰯ䠍ᖺ⏕ဨ䜢ᑐ㇟
䛻ᐇ䛧䛯䚹⫋ᴗ䠄ᑗ᮶䛾䜖䜑䠅䛿䚸ඣ❺䞉⏕ᚐ䛾䜰䞁䜿䞊䝖䛻䜘䜚Ỵᐃ䛧䚸ᆅᇦ䛾
ྛᑓ㛛ศ㔝䛾௦⾲⪅䜢እ㒊ㅮᖌ䛸䛧䛶䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛷༠ຊ䛧䛶㡬䛔䛯䚹

䠏䠎䠏

୰Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛Ꮫຊపୗ䛜ぢ䜙䜜䜛䛜䚸ཎᅉ䛾ศᯒ䛸䛸䜒䛻ᩍᖌ䛾ᣦᑟຊᙉ
䛜ᚲせ䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹≉䛻䚸⏕άᣦᑟ䜔⏕ᚐᣦᑟ䛾㠃䜒ྵ䜑䚸Ꮫᰯෆ䛷䛾◊
ಟ䜢ᐇ䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜛䚹䜎䛯䚸ᖺ䛛䜙ጞ䜎䛳䛯୰㧗ᰯ㛗䛾䜘䛖䛺㧗ᰯ䛸
䛾㐃ᦠ䛿⥅⥆䛧䛶⾜䛳䛶䜋䛧䛔䚹

䞉୰Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛Ꮫຊపୗ䛾せᅉ䛸䛧䛶ྛᰯ䛜ᣲ䛢䛶䛔䜛䛣䛸䛸䛧䛶䚸ᐙᗞᏛ⩦䛾
㛫㊊䛜䛒䜛䚹ᐙᗞ䛸ඹ㏻⌮ゎ䛾ୖ䚸ඹྠṌㄪ䛷䚸Ꮫᰯ䛜సᡂ䛧䛯䛂ᐙᗞᏛ⩦
䛾ᡭᘬ䛝䛃䛻ᇶ䛵䛔䛯☜ᐇ䛺ᐇ㊶䛜䛺䛥䜜䜛䜘䛖ྲྀ䜚⤌䜏䜢᭦䛻ᙉ䛧䛶䛔䛝䛯
䛔䚹ᩍᖌ䛾ᣦᑟຊ䚸ᤵᴗຊ➼䛾ྥୖ䛻ྥ䛡䛶䚸ᰯෆ䛻䛚䛡䜛◊ಟෆᐜ䛾ᐇ䛸
◊ಟ䛾᪥ᖖཬ䜃◊ಟ䛾⣼✚䜢䛧䚸☜ᐇ䛺㈨㉁ྥୖ䛻䛴䛺䛢䛶䛔䛟䜘䛖䛻ດ䜑䛯
䛔䚹
䛥䜙䛻䚸᮶ᖺᗘ䛛䜙䛿䛂◊✲ဨ◊ಟㅮᗙ䛃䜢㛤タ䛧䚸Ꮫᰯᩍဨ䛾᪥ⓗㄢ㢟䛻ᑐᛂ
䛧䚸ᩍᖌ䛜⮬ᕫ䛾㈨㉁䜢㧗䜑䜛䛣䛸䜢どⅬ䛸䛧䛯◊ಟᶵ䛜ᣢ䛶䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛝
䛯䛔䚹
䞉ᖺᗘ䛛䜙ጞ䜎䛳䛯䛂୰㧗㐃ᦠ㆟䛃䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾ព⩏䜢༑ศ㋃䜎䛘䚸᭦䛺䜛

ᩍ⫱ጤဨඣ❺⏕ᚐ䛾Ꮫຊྥୖ

䞉ᖺᗘ䛛䜙ጞ䜎䛳䛯䛂୰㧗㐃ᦠ㆟䛃䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾ព⩏䜢༑ศ㋃䜎䛘䚸᭦䛺䜛
ᐇ䛻ྥ䛡䛶᮶ᖺᗘ௨㝆䜒⥅⥆䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹
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⟶㒊ᒁྡ

㈨ᩱ䠑

䚷㊰⥺䝞䝇䛾⏝⪅䛜ᖺ䚻ῶᑡഴྥ䛻䛒䜛୰䚸ᆅᇦබඹ㏻䛾άᛶཬ䜃⏕
䛻ಀ䜛ྲྀ⤌䜢㐍䜑䜛䛻ᙜ䛯䜚䚸ᕷ䛷䛿ᖹᡂ䠎䠍ᖺᗘ䚸ᆅᇦ䛾௦⾲⪅䚸⏝⪅䛾௦⾲
⪅䚸㏻ᴗ⪅䚸㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ཬ䜃Ꮫ㆑⤒㦂⪅➼䛛䜙䛺䜛୕ἑᕷᆅᇦබඹ㏻
㆟䜢㏻䛨䚸䐟ᕷෆ䜢㐠⾜䛩䜛䝞䝇㊰⥺䛾㝆⪅ᩘㄪᰝ䠄䠫䠠ㄪᰝ䠅ཬ䜃䜰䞁
䜿䞊䝖ㄪᰝ䚸䐠ᕷ❧୕ἑ㝔䛾᮶㝔⪅䛾᮶㝔ᡭẁཬ䜃䝙䞊䝈ㄪᰝ䚸䐡ᕷෆ䠐ၟᴗ
タ䛻䛚䛡䜛᮶ᗑ⪅䛾᮶ᗑᡭẁཬ䜃䝙䞊䝈ㄪᰝ䚸䐢୕ἑ㥐䠄䠦䠮䞉༑㕲䠅䛻䛚䛡䜛
㕲㐨⏝⪅䛾⛣ືᡭẁཬ䜃䝙䞊䝈ㄪᰝ䚸䛥䜙䛻䛿䚸䐣୕ἑ㧗ᰯ⏕ᚐ䚸⪁ே䜽䝷䝤
㐃ྜဨ䚸㒊ᆅ༊ཬ䜃ᮾ㒊ᆅ༊⏫ෆ㐃ྜ௦⾲⪅䛺䛹䚸㧗㱋⪅䜔㧗ᰯ⏕
➼䛾㏻ᙅ⪅䚸㏻౽ᆅᇦ䛾ఫẸ䛾௦⾲⪅䛻ᑐ䛧䛶䝠䜰䝸䞁䜾ㄪᰝ䛺䛹䜢ᐇ

䠑䠍䠎

㻝㻜㻜䝞䝇䛻ኚ䜟䜛䝁䝭䝳䝔䜱䌦䝞䝇䛿ヨ㐠⏝䛷⏝⪅䛾ពぢ䜢䛧䛳䛛䜚㞟䜑
䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸⪁ே䚸㧗ᰯ⏕䛚䜘䜃ᕷෆ䞉ᕷእ䛾ᕷẸ䛺䛹✚ᴟⓗ䛻ᗈ䛟ពぢ䜢
㞟䜑䛶㻝㻜㻜䝞䝇䜘䜚౽ᛶ䜢㧗䜑䛶ḧ䛧䛔䚹䛘䜀䚸ᕷ❧㝔䛒䜚䛝䛷䛿䛺
䛟䚸᭙᪥䛤䛸䛻䝁䞊䝇䜢ኚ䛘䜛➼䜎䜣䜉䜣䛺䛟ᘔ䛳䛶ḧ䛧䛔䚹

➼䛾㏻ᙅ⪅䚸㏻౽ᆅᇦ䛾ఫẸ䛾௦⾲⪅䛻ᑐ䛧䛶䝠䜰䝸䞁䜾ㄪᰝ䛺䛹䜢ᐇ
䛧䚸⏝⪅䜔ᆅᇦఫẸ䛾ᖜᗈ䛔ኌ䜢㋃䜎䛘䛶䚸䛂୕ἑᕷᆅᇦබඹ㏻⥲ྜ㐃ᦠィ
⏬䛃䜢⟇ᐃ䛧䛯䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹
䚷ᖹᡂ䠎䠎ᖺᗘ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ྠィ⏬䛻ᇶ䛵䛝䚸㊰⥺䝞䝇䛸䠍䠌䠌䝞䝇䛾୍యⓗ䛺ぢ
┤䛧䜢⾜䛔䚸㊰⥺ཬ䜃䝎䜲䝲䛾⦅䜢⾜䛔䚸ᮏᖺ䠍䠍᭶䛛䜙୕ἑᕷ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝞䝇
䛸䛧䛶ᐇド㐠⾜䜢⾜䛖䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᐇド㐠⾜㛤ጞᚋ䛻䛚䛔䛶䜒䛥䜙䛻䝞䝇⏝
⪅䛾⏝ᐇែㄪᰝ䠄䠫䠠ㄪᰝ䠅䜔ᗈ䛟ᕷẸ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛺䛹䜢⾜䛔䚸
䝞䝇䛾⏝≧ἣ䜔⏝⪅䛾‶㊊ᗘ䛾ኚ䛺䛹䜢ⓗ☜䛻ᢕᥱ䛧䚸ホ౯䞉᳨ド䛩䜛䛣
䛸䛸䛧䛶䛚䜚䚸䛣䜜䜙䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䚸ᐇド㐠⾜ィ⏬䛾ぢ┤䛧䛻䛥䛫䛶䛔
䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹
䚷≉䛻䚸ཝ䛧䛔㈈ᨻ≧ἣ䚸䜎䛯䚸㏻ᴗ⪅䛾㝈䜙䜜䛯Ẹ㛫㈨※䛾ୗ䚸ᆅᇦఫẸ
䛾ከᵝ䛺䝙䞊䝈䛻䛻ᛂ䛘䜛䛣䛸䛿ᚲ䛪䛧䜒ᐜ䛷䛿䛺䛔䛜䚸䝃䞊䝡䝇Ỉ‽ཬ
䜃㐠㈤᱁ᕪ䛾ᖹ‽䚸㏻✵ⓑᆅᇦ䛾ゎᾘ䛺䛹䛿ᚋ䛾㔜せㄢ㢟䛸ㄆ㆑䛧䛶䛚
䜚䚸እ㒊ホ౯䛻䛚䛡䜛䛂ᕷ❧㝔䛒䜚䛝䛷䛿䛺䛟䚸᭙᪥䛤䛸䛻䝁䞊䝇䜢ኚ䛘䜛➼䜎䜣
䜉䜣䛺䛟ᘔ䛳䛶ḧ䛧䛔䚹䛃䛸䛔䛖䛤ពぢ䛿䚸୍䛴䛾㈗㔜䛺䛤ពぢ䛸䛧䛶ᚋ䛾᳨ウ䛻
䛚䛡䜛ཧ⪃䛸䛧䛯䛔䚹

ᨻ⟇㈈ᨻ㒊ᆅᇦබඹ㏻䛾⏕
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⟶㒊ᒁྡ

㈨ᩱ䠑

䚷ᕷ⾤ᆅ䛾άᛶ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛣䜜䜎䛷⣛వ᭤ᢡ䛜䛒䛳䛯䛜୍᪥䛷䜒᪩䛟䚸୰ᚰᕷ
⾤ᆅάᛶィ⏬䛾ᙜึ䛾䝁䞁䝉䝥䝖䛻㏆䛵䛡䛶䛔䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹
䚷㥔㌴ሙ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䠩䠣䝥䝷䝄䜢ྵ䜑䛯䜰䝯䝸䜹ᮧయ䛾ᚋ䛾㞟ᐈ≧ἣ➼䛾ື

ᘓタ㒊
䞉

⤒῭㒊

䠑䠎䠍

䚷㥔㌴ሙ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䠩䠣䝥䝷䝄䜢ྵ䜑䛯䜰䝯䝸䜹ᮧయ䛾ᚋ䛾㞟ᐈ≧ἣ➼䛾ື
ྥ䜢ぢᴟ䜑䛺䛜䜙ᩚഛ䛩䜉䛝䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䜛䛜䚸ᙜ㠃䛿䚸䜰䝯䝸䜹ᮧᗈሙ䛻ᖾ⏫ᕷ
Ⴀ㥔㌴ሙ䜈䛾ෆᶆ㆑➼䜢タ⨨䛩䜛䛺䛹䛧䛶䚸ᑐᛂ䛧䛶䛔䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹
䚷ᕷෆ⏕ά⪅䛸ほගᐈ䛾㞟ᐈ᪉⟇䛻䛴䛔䛶䛿䚸䠩䠣䝥䝷䝄䛾ᴗ㐠Ⴀ䛻ཧ⏬䛧䛯
ୖ䛷䚸䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮୕ἑ䛸୰ᚰၟᗑ䛸㐃ᦠ䛧䛯ຠᯝⓗ䛺䜲䝧䞁䝖䛾㛤ദ䜢┠ᣦ
䛩᪉ྥ䛷㐍䜑䛶⾜䛝䛯䛔䚹
䚷ၟᴗ⪅䛜ཧ⏬䛧䜔䛩䛔యไ䛾☜❧䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻹㻳䝥䝷䝄䠏㝵䛻䛒䜛䝁䝭䝳䝙䝔䜱
䝇䝨䞊䝇䛻䛚䛔䛶䚸䝍䜴䞁䝬䝛䞊䝆䝱䞊➼䜢୰ᚰ䛻ᴗィ⏬䜢⤌䜏ୖ䛢䚸䜰䝯䝸䜹
ᮧయ䛾άᛶᑐ⟇䜢㛵ಀ⪅୍య䛸䛺䛳䛶ᐇ䛧䛶䛔䛟䚹䛥䜙䛻୰ᚰᕷ⾤ᆅ䛾✵
ᗑ⯒ゎᾘ䛾䛯䜑䛾ᴗ䛻䛴䛔䛶䜒ඛ㐍⮬య䛾ᡂຌ䜢ཧ⪃䛻ᐇ䛧䛶䛔䛝
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外部評価意見 外部評価を受けての対応

消費者の会の活動に対して、必要ならば要望をしっかり伝え、連携強化を図り
ながら、消費トラブルの防止・相談に対して頂きたい。

消費者問題等の未然防止のため、更なる連携を図り、協力体制の強化に努めて
いきたい。

生活安全課 2430Ab1

相談内容により様々な方向からのアドバイスが必要なことは分かるが、時短、

平成２２年度　施策・事務事業評価外部評価を受けての行政経営会議検討結果

主管課名事務事業名

生活対策費（消費者の会補助金）

資料５

相談内容により様々な方向からのアドバイスが必要なことは分かるが、時短、
安心の面からも市の窓口で解決できるケースを増やして頂きたい。そのため
にも相談窓口担当者の能力向上、専門家の配置を進める必要がある。
パンフレットだけではなく、他機関の専門家との連携を強化し、適切な情報提
供を推進して欲しい。

相談者に対して適切なアドバイスを行い、安心が与えられるよう必要な知識と技
法を修得するため、各種研修会及び事例検討会等に出席し、担当者のレベル
アップを図っていくとともに、消費生活相談員の配置について、関係部署と検討し
ていく。

生活安全課 2430Ac1

・三沢産農畜産物の販売促進のためであれば、スーパーなどで販促活動をす
るような方法が有効
・イベントとしては、客単価を上げるような工夫が必要
・市民のみならず観光客もターゲットにするような展開も考えられるのではない
か

当イベントはもともと、乳牛の「共進会」を市が拡充・主催することにした「べご・
じゃがまつり」であり、現在はこれと地元集落の「農休祭」とを、行革の一環でイベ
ントを統廃合すべきという見地から合体させ、「ファームフェスタ」として実施してい
る経緯がある。最近は、北部の町内会による夏祭り（盆踊り）復活の動きや、北
部農家による「やるべー会」の活動等、農業者の自主的・積極的な取組みが見ら
れることから、望ましい方向に向かっていると考える。このことから当該イベントの
実施方法については、共進会及び地元町内会等と十分調整し進めていきたい。

観光物産課 4220Bx1畜産業費(市牛・じゃがまつり実行委員会補助金)

消費生活窓口事業

資料５

・莫大な経費をかけて、目的効果が明らかでない。平成21年度と同じ事はやる
べきでない。
・イベント後の効果をきちんと確認する
・イベントの評価（総括）が必要

莫大な経費は２１年度のみであり、これは音響機器などの購入費が含まれてい
るためである。通常は２５０万円である。
平成２２年度は、「アメリカ村への集客」を目的に、第２回地産地消フェアを実施
するが、来年度は、中心市街地の賑わい創出を図る観点から事業展開を図って
いきたい。

観光物産課 4220Cx2

・商工会の事業だとしても、内容がわかるように公表すべきではないか、公表
する仕組みをつくるべきでは？
・補助金の効果を確認すべき
・今後の方向性を判断するため、効果を測定することが欠けている

　市内商工業者の総合的な改善発達と商工業者の育成を図りつつ、地域経済の
総合的発展のため魅力ある商店街を目指すとともに安定経営を図ことを目して
おり事業内容の公表については商工会と協議し検討する。補助金の効果の確認
及び今後の方向性、判断については毎年度補助金の申請書により商工振興費
一覧表、事業計画及び経費精算書の提出によりその都度商工会と協議しており
ます。

産業政策課 4411Ac1

　青い森鉄道株式会社によると、人口減少や少子化等の影響により、開業から１

（仮）産直郷土食フェア運営費補助金

商工振興費（商工会商工振興事業費補助金他）

資料５

「青い森鉄道」へ移管後の乗降客の予想、影響の予測さらには効果の検討を
早期に行い、対応を望む。

　青い森鉄道株式会社によると、人口減少や少子化等の影響により、開業から１
０年後の平成３２年度には１６％の利用者減、２０年後の平成４２年度には３２％
減、３０年後の平成５２年度には４１％減という、厳しい需要予測結果が示されて
いる。特に、三沢駅の利用状況については、学生客の占める割合が相当高く（平
日乗車１，２４４人のうち６４３人、５１．７％＝平成２１年９月首都大学東京調
査）、少子化等による通学利用客の減少は三沢駅の利用動向にも大きな影響を
与えるものと予想される。
　平成１８年度に青い森鉄道の利活用促進策及び振興方策について検討するこ
とを目的として設置された「三沢市青い森鉄道活用会議」は平成１８年１２月にお
ける報告書のとりまとめにより当初の目的を達成し、現在は休止状態にある。一
方、本年４月には県、沿線市町、会社から構成される「青い森鉄道利活用推進協
議会」が新たに設置された。
　このため、今後は地域団体や民間団体等の参画と協働を促しながら、「青い森
鉄道利活用推進協議会」を中心とした鉄道利用促進のための事業展開を図るこ
ととし、「三沢市青い森鉄道活用会議」については、その存廃も含めた会議のあ
り方について今後検討することとする。

政策調整課 5110Bb2三沢市青い森鉄道活用会議事業

資料５

り方について今後検討することとする。

資料５


