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「豊かな弥彦村を創る会

 豊かな弥彦村を創る会の皆さん、明けましておめでとうございます。

皆さんそれぞれ素晴らしい新年を迎えられたことと、

 私自身も皆さんのご支持、励ましのおかげで村長就任後最初の

月を無事乗り切り、新年を迎えることができました。この

当に幸運に恵まれた滑り出しでした。モンゴルとの新しい関係の構築、

弥彦駅前の長年の懸案だった廃墟となっていた「やひこ観光ホテル」の

村による買収、弥彦競輪事業の数年ぶりの１５０億円台突破、日本

の超人気番組「所さんの笑ってこらえて、ダーツの旅」弥彦村取材放映

など、弥彦の大神様のご加護のお陰としか思えないほどついていました。

 さて、平成２８年の今年は小林村政の実質的なスタートの年となりま

す。初年度は２月

をほとんど踏襲したためです。村長に就任して分かったことは、私が村

長選挙に立候補した最大の理由であった村の財政悪化が、残念ながら事

実であるということでした。弥彦村は平成

連続実質単年度赤字でした。大谷村政はその事実を村民の皆さんに伝え

ていなかったのです。理由はわかりません。事実は村民の皆さんには村

の貯金（財政調整基金）を取り崩し、赤字を穴埋めした後の数字だけを

発表していたのです。赤字の原因は、道路など公共事業に

無視して進めた結果

 私は「ガラス張りの村政」を掲げ村長選に立候補しました。今年も村

民の皆さんに、可能な限り事実をお伝えし、かつ公正公平、清廉潔白な

村政を実現することを念頭にあたってお誓いしたいと思います。今年も

ご支援、ご協力よろしくお願いいたします。
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