「株式会社弥彦さやや」の疑問についてお答えします。
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武田芳久後援会長あいさつ
小林とよひこ後援会の皆様、大変ご無沙汰しております。新村長当選後、初登庁して一か月余りが経過し、
早速行政の長として役場内の意識改革を含め全ての行政の動きを解り易く村民の皆様に公表して行く為の活動
を始めていることは皆様ご承知の通りです。引き続き投票の行われる村議会議員選挙では現職の武石雅之氏の
他、新人の柏木ふみお、いたくら恵一氏が会の中から新村長の改革に是非参加したい!と名乗りを上げて戴きま
した。是非全員から当選の栄誉を勝ち取って戴き、村の明るい将来の展望を開くべく尽力願いたいと思ってお
る所です。会員の皆様には重ねてご支援をお願い申し上げます。

弥彦村議会 3 月定例会から
「所信表明演説」
弥彦村の歴史を汚すことなく職責を全うし、次世代に引き継ぐべく全力を傾注すると決意を述べる。ガラス
張りの村政を実現し、豊かで明るい活気あふれる弥彦村を建設する。具体的政策では弥彦村の組織再構築、職
員の意識改革を行い行政サービスの向上をはかる。重点施策では子育て支援基金の新設、弥彦グランド跡地を
活用したおもてなし広場の整備、木質バイオマス発電を説明する。新年度予算執行にあたっては、公正、公明
正大が大原則である。村が購入する物品は、全事業者が公平となるよう 27 年度を起点として前後 10 年間ト

ータルで同一商品同一サービスの納入額がほぼ同じレベルになるようなシステムの導入をはかる。公
共工事を含め村からの発注は、原則村内に本社を置く事業者を最優先とする。最後に競輪事業について、
政府が競輪事業を見直す時まで何とか自主開催も含めて継続をすると所信表明演説で基本的な考えを示した。

［議会と委員会を傍聴して］
質疑の中心は村長が選挙公約に掲げた「おもてなし広場」
「木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電」に対するものであった。いろいろ
と活発な議論が交わされたが、同じ質問を繰り返す議員、その中には答弁の本質を理解しているのか疑問に思
う議員などもあった。また、「今年でなくても時間をかけて‥。観光客は来年もきてくれる‥。」という発言も
あった。そういう発言からは、低迷している弥彦観光の現状を打破しなければならないという気概は何も伝わ
ってこない。ただ「おもてなし広場」のｵｰﾌﾟﾝを遅らせようとする意図だけが見え隠れした。本来、村議会は議
員の発言の場であるならば、喧々がくがくの議論は大いにすべきである。今回は、いままでの円満な議会とは
違って非常に活発な議論があった。ただ、建設的な前向きな内容の議論の応酬であって欲しい。昨年、6 月定
例会では「平成の湯治場構想」の 600 万円の調査費についてあまり議論もなかった。12 月定例会においても 600
万円の調査結果の報告もなく質疑も行われなかった。いまだ調査内容の詳細も明らかになっていない。今回の
3 月定例会の活発な議論の応酬とは全く様相が違っていた。今回、小林新村長にとっての初議会、
「自らの力で
生き残れる弥彦村の建設」に向けた所信表明に続き本会議が開かれた。その議会、委員会等での度重なる同じ
ような質問にもﾌﾞﾚることなく真摯な答弁に徹した。その毅然とした姿勢からは、選挙中に村民のみなさんにお
約束した政策を実行しなければならないという堅い決意が伝わってきた。選挙で、財政力強化による自主独立
の弥彦村創生、公正公平なガラス張りの村政を実現し、村民一人ひとりの声を聞き生活に密着した村政、安心・
安全な村作りをめざすことを訴え当選した。当然、村民の皆様の負託に応える大きな責任があることは言うま
でもないことであり、今後の新しい政策の提言に期待し、その実現に邁進をして欲しいと願ったのは私一人で
はなかったはずである。
（a）
「緊急のお知らせ」 先日遠藤千代子候補の後援会長、丸山徹氏から電話がありました。
「遠藤千代子候補及び
後援会は、小林とよひこ後援会の支援を辞退し、とよひこ後援会とは関係なく自らの後援会だけの力で選挙を
戦いたい。従って小林とよひこ後援会との関係を解消して欲しい。当選後は是々非々の態度で臨みたい。」この
丸山氏の申し入れを、小林とよひこ後援会は了承しました。このため、小林とよひこ後援会が応援する候補は、
村長選挙で幹部となって応援していただいた武石雅之氏、いたくら恵一氏、柏木ふみお氏の 3 人です。

弥彦グランドホテル跡地を活用した「おもてなし広場」設立、運営について村民の皆さんの中に疑問を
お持ちの方もおられるとお聞きしました。
(株)弥彦さややの設立を推し進めた張本人は、村長の私です。本人から説明させていただきます。
質問１ 広場の運営は①村が直接運営する ②村と民間が共同で第 3 セクターを作り運営する
③NPO(非営利団体)に運営を委託する④営利目的とする株式会社に運営を委託する……の選択肢があった
のになぜ株式会社にしたのか？
村長 ①村は公共、公益のサービスを目的とする団体で、営利目的の会社、商店とは根本的に違います。
全国の自治体の中では直接レストランなどを運営しているところもあるようですが、うまくいっていない
と聞いています。もともと金儲けとは無縁の職員にお金を稼ぐことは無理と思っています。②第 3 セクタ
ーは半官半民の組織となり、責任の所在があいまいになり、結果的に赤字のところが多く出て、現在この
方式をとる自治体は少なくなっています。③NPO 法人を認可する法律の特定非営利活動促進法では、特定
非営利活動として福祉増進、社会教育推進、街作り推進、環境保全など 17 の活動を指定しており、おも
てなし広場のような活動は対象としていません。④以上から不特定多数の観光客からお金をいただいくお
もてなしサービスには、株式会社が最適と判断しました。おもてなしが悪いとお客さまはきてくれません。
お客さまが来ないと赤字になります。赤字が続くと会社は倒産します。会社を倒産させないためにはお客
さまに喜んでもらえるサービスをしなければならず必死になります。もう一つ株式会社にした理由は、現
在の村の財政では運営団体に助成金、補助金を出す余裕は全くありません。村の施設をお金を払って借り
て自助努力で運営をしてもらわなければならないのです。私は(株)弥彦さややの皆さんに「会社の儲けは
後回しにして、村民の皆さんの利益を第一に考えて下さい。」と頼んでいます。営利を目的にした会社に
儲けすぎるなとは矛盾した要請であることは重々承知です。それでも、この会社は弥彦村の長年の念願で
あった弥彦観光と農業を一体化する初めての試みで、失敗は許されない事業だからです。村民の皆さんの
ご協力、ご支援をもらうためには会社だけ儲かる事は許されません｡常勤の役員一人以外、役員報酬は月 1
万円と聞いています。
質問２ (株)弥彦さややは小林とよひこ後援会の会長、事務局長など幹部が名を連ねており、出資者はすべ
て後援会のメンバーです。公共の施設を使って営利活動をする団体の出資者が、村長の周りの人間だけで
は問題だと思います。
村長 おもてなし広場のオープンを村長選の時から、今年のゴールデンウィークにあわせて実現をしたいと
村民の皆さまに訴えてきました。当選後、役場の職員の皆さまから「そんなことは無理」といわれました。
無理は私も最初から承知していました。しかし、私は彌彦神社ご遷座 100 年に合わせてお参りに来られる
参拝客、4 月末からの桜のシーズンに合わせて訪れる沢山の観光客の皆さまにおもてなしのサービスを何
としても間に合わせたいと考えました。絶好の機会を見過ごす事は、村のために絶対避けなければと思い
詰めていたため仮オープンでもと考えました。ホテルの跡地の整地、プレハブ建設、芝生広場は村でやる
としても、おもてなし広場に予定している農産物直売の販売ワゴン等は 3 月中に準備をしなければ間に合
いません。また、資材機材等の調達にお金がかかります。この金は運営団体の資金で賄うことになります。
このために、弥彦村議会の 3 月定例会で予算を承認してもらってからでは到底オープンは無理です。そこ
で議会開会を待たずに、後援会の幹部の皆さまに株式会社への出資を無理矢理頼みました。最初の考えで
は１人 100 万円、5 人で 500 万円でスタートさせようと考えました。果たして会社がうまくいくかどうか
わからず。最悪は出資金 100 万円がゼロになるかもわからないのに、100 万円を出してくれとお願いをで
きたのは、志を同じくする後援会の幹部の皆さまの他には見当たりませんでした。3 月 2 日朝 9 時役場に
私を訪ねて来られた弥彦商工会の赤川会長、鈴木副会長、それに弥彦旅館組合、弥彦観光協会の幹部の皆
さまに(株)さややの資本金、出資予定者、本社などその時点でわかっていることを説明し、出資をお願い
しました。しかし、その時点ではどなたも応じてくれませんでした。当然なことかもしれません。私とし
ては、最初から仲間内だけで事を進めようとなど全く考えていません。ただ、5 月の連休に何とか間に合
わせたかっただけです。今後は、皆さまから疑いの目を向けられないよう出資者は小林とよひこ後援会の
役員を辞めてもらいます。私にとっては、後援会長、幹事長を失うことは大きな打撃になります。しかし、
村の発展のために我慢せざるを得ません。
質問３ 今後はどうするのですか？
村長 村民の皆さまに出資をお願いしてもご迷惑をかけないことがはっきりした段階で、皆さまから出資を
募ることになります。もちろん、決めるのは(株)さややです。現在 1 株５万円と聞いていますが、これも
皆さまがもっと出資しやすい１株価格になります。弥彦村が出資するかどうかは、計画全体で政府の地方
創生本部への交付金申請に、村が出資した方が有利か不利かで決まります。計画全体では、国の助成を受
けない限り無理と判断しています。平成 27 年度は、全力を挙げ地方創生に取り上げてもらえるような計
画策定に邁進したいと考えています。村外から、出資に応じても良いとの話が私にありますが、できる限
り村内の皆さまで作る会社、との原則は貫きたいと考えています。

弥彦村村議選では、小林とよひこ後援会の幹部として小林村政の誕生の中心として働いていただ
きました武石雅之氏、柏木ふみお氏、いたくら恵一氏の 3 人を後援会では全力で応援をします。新
村長誕生は、皆さんが村の行く末に不安を持ち、４選という多選を嫌い、強権的な村政を嫌ったこ
とへの結果でした。3 月定例会の初議会では順風満帆とは行かず、議論沸騰の末ようやく議案第 24
号が可決しました。今後、村長は皆様にお約束いたしました「村民主役の村政実現」をめざします。
そのためには 3 名の皆さんのお力が必要です。是非とも 3 名の皆さんには村議選で当選をしていた
だき、村長と共に新しい弥彦の村づくりをお願いしたいと考えています。

武石雅之

財政豊かな明るい弥彦村をめざして

早いもので村議に初当選させていただき 3 期 12 年が過ぎ
ようとしています。3 期目には議会選出の監査委員として、
村の財政のみならず村政全般について様々な観点から客観
的に見ることができました。私にとっては大変勉強になりま
した。その中で一番感じたことは、自主財源の強化が不可欠
でありながら、有効な対策がなされていないままきてしまっ
たことでした。
4 期目に向かっては、小林新村長の豊かな経験に基づいた
様々な施策の遂行に、議員としての立場で積極的に意見を提
示し、より豊かな弥彦村の創生に力を合わせて邁進させてい
ただく所存です。何卒よろしくお願い致します。

いたくら恵一

村民みんなで創る、誰も
が住みたくなる弥彦村！

１

観光振興と雇用の拡大について
魅力ある観光地への転換をすすめる
おもてなし広場を核に温泉街の活性化を図る
雇用の創出につなげる
２ 高齢者の支援
安心・安全な高齢者の暮らしを確保する
高齢者が元気にあふれ、生きがいがある生活を支援する
高齢者の人材活用を推進する
３ 子育て支援
健全な子供たちの育成を図る
子供の安全を守る仕組みづくり
４ 農業の 6 次産業化（生産・加工・販売）
観光と農業の一体化（地産地消をすすめる）
農産物の通年型販売をめざす
ご当地グルメの積極的な発信
５ スポーツと文化潤う豊かな村づくり

【小林とよひこ後援会事務所】
事務所は現在移転の準備中です。
住所と電話・FAX 番号が変わります。

柏木ふみお

議会改革

次のことがらの実現について努力します。
１ 弥彦村議会基本条例の制定（県内 10 市町村で制定済み）
２ 「議会」として「議会報告会」の開催
３ 議案に対する議員個人の賛否の公開
４ インターネットによる議会審議の公開
次の事柄について調査研究のうえ政策を提言します。
１ お年寄りや体の不自由な人のため、広域循環バス「やひこ号」を
利用しやすいコースとバス停の改正
２大雨の際、小学校付近山崎・井田地内の宅地・農地・道路等、浸水
被害の対策
３ 奨学金受給者のＵターンを図るため、奨学金返還の軽減をはかる。
４ 外国人観光客受け入れのため、外国語の看板設置と外国語を話せ
る人の育成
５ 宿泊・日帰り観光客の農産物の購買促進のため、生産者の組織化

☆トヨちゃん・ヒコくん

コーナー☆

ﾋｺくん： トヨちゃん、顔を赤くして何で恥ずかしそうにしているの
ﾄﾖちゃん： それ聞くの～? あのォ えっと～、ヒコくんと結婚して新婚旅行にも行った夢を見たの
ﾋｺくん： ふっふっふっ 実は僕も同じ夢を見たんだよ
ﾄﾖちゃん： えっホント、イヤだぁ、でも「とよひこ」が村長になったことは夢じゃないよね
ﾋｺくん： そう、それは夢じゃなく「とよひこ」は初登庁から精力的に働いているよ
ﾄﾖちゃん： 議会では入りきれないほど多くの傍聴人が来て、議員の質問も多かったんだって？
ﾋｺくん： 以前は傍聴人も数人だけで、反対意見はあまりなかったそうだよ
ﾄﾖちゃん：傍聴した村政通に聞いたら、反対意見を言うと 「おしおき」があったらしいね
ﾋｺくん： そう、厳しい質問をした議員に『喋りすぎだ』とか、『物言えば唇寒し弥彦村・・・○●圧力を』
などと当時のマスコミに、報道されていたんだってさ
ﾄﾖちゃん：「とよひこ」は 反対意見があって当然、それが民主主義だからと、それを尊重しているね
ﾋｺくん： 就任日は(2/22)「春一番」の強風、議会初日も久しぶりの積雪、「とよひこ丸」の前途に
厳しさが感じられたが、その荒海を如何に乗り切るか、舵取りが楽しみだね
ﾄﾖちゃん：ところで、「おもてなし広場」を運営する会社、「さやや」ってなぁに
ﾋｺくん： 桜井郷村、弥彦村、矢作村の昔の各村の頭文字をつけたんだよ
ﾄﾖちゃん：村内全体の会社にするということなのね、もぉ、ほんとに気心が、あったかいんだからぁ～
ﾋｺくん：今はまだ有志だけでやっているけど、いずれは村民みんなに出資をお願いして
村全体、村民運営の「おもてなし広場」にしたいんだよね
ﾄﾖちゃん：でも、立ち止まっていては何も進まない、走り続けながらでも何か考えを、答えを出さなければ
手遅れになってしまう、そうしないと村の夢は実現しないと村民は感じているはずだよ
ﾋｺくん：各地での女性対象の村政懇談会でも早く実現せよと、ハツパをかけられたらしいけど、
僕たちが見た夢も正夢になって、実現できるといいね
ﾄﾖちゃん：ダメ、やだぁ、私はアナウンサーになって、プロ野球選手のお嫁さんになるのッ
ﾋｺくん：
・ ・ ・ ・

