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     平成 30 年度 小林豊彦村長の抱負  

小林村政四年間の真価が問われる年 最終的には村全体の活性化 

平成 27 年 2 月に就任し、来年度一期目の最終年度を迎える小林豊彦村長(72)。村長選

のしこりから議会とは依然として緊張関係が続いているが、選挙戦の公約に掲げた弥彦グ

ランドホテル跡地の「おもてなし広場」は三月にグランドオープンを迎え、JR 弥彦駅前の旧

弥彦観光ホテル跡地も新年度には駅前広場に生まれ変わる。新年度は公約に掲げたおも

てなし広場が本格的にスタートし、小林村政四年間の真価が問われる年。小林村長は「あ

そこだけ良くなっても困るので、周辺を含めて活性化につなげるために魅力を上げていか

なければならない」。 

 最終的には村全体の活性化。そこに向かってみなさんにも頑張っていただきたい」とし

て、おもてなし広場を弥彦観光の核として、その賑わいを弥彦地区、弥彦村全体に広げる

考えだ。 

 

「おもてなし広場を弥彦観光の核に 賑わいを弥彦村全体に」 

「おもてなし広場」観光協会が全体の管理・運営、村が支援 村は管理委託料 430 万円  

…明けましておめでとうございます。村長就任からもうすぐ三年が経過しますが、小林村

長にとって昨年一年間はどのような年でしたか。 

村長 選挙で公約した案件はいろいろあったが、着実に確実にちゃんと前に進んでいるこ

とを実感できたことが一点。結果的に村の活性化につなげるという方向で頑張っていきた

い。具体的にはおもてなし広場が今年三月に完成し、駅前広場も完成する。足湯がおもて

なし広場と駅前広場にできる。弥彦は神社に行って山に登ったら、あとは行く場所がない

と言われていたが、これで解決できると思う。 

…今の話のあったおもてなし広場三月のグランドオープンですが、今後の見通しを教えて

ください。 

村長 観光客が足を運べる場所ができて、活性化に大きく貢献するのは確実。今まで農産

物直売所だけだったが、それなりのお客さんにお見えいただいて、晴れた週末には賑わっ

た。三月にグランドオープンすればはっきり証明されると期待している。 

…全体の管理運営は弥彦観光協会に委託する予定ですが、どうですか。 

村長 十二月一日に弥彦観光協会の臨時総会、一般社団法人設立総会が開かれ、議決い

ただいた。観光協会が主体の管理、運営を行うと正式に決めていただいたので、観光協会

を主体に村が協力、支援する形で進めていく。 

…出店業者を募集しましたが、応募状況はどうなっていますか。 

村長 現段階でフードコートをはじめ、すべての施設に対して申し込み、問い合わせを受け

ている。グランドオープンに合わせるには一月中に決めないとならない。ただ場所によって

は桜の頃まで延びても構わないと思っている。村が管理委託料 450 万円を出すことは決

まっているので、観光協会の持ち出しは 100％ない。少しずれても構わない。グランドオー

プンに合わせてというのが理想だが、そこまでする必要がないのが私の考えだ。  
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「駅前広場とおもてなし広場 全体的な活用を」 

…おもてなし広場は弥彦観光の核となると思われますが、どのように考えていますか。 

村長 昨年三月に直売所がオープンしてから相当のみなさんから立ち寄っていただいて

いる。観光客と同時に、村内のみなさんから、近隣の方からもきていただいた。全体がオー

プンすると新潟県では他にない施設でもあるので、たくさんのお見えになっていただける

と確信している。村としてはあそこだけ良くなっても困るので、周辺を含めて活性化につ

なげるために魅力を上げていかなければならない。最終的には村全体の活性化。そこに向

かってみなさんにも頑張っていただきたい。 

…おもてなし広場を道の駅にする計画については、どのように進めていきますか。 

村長 議会、観光協会でも説明をしたとおり、実現に向かって動くつもり。おもてなし広場

は三十年で完成とは思っていない。まずはグランドオープンが第一。 それで何が足りな

いか見えてくる。それを元に何が足りないか具体的に申請をしていきたい。全国的にも道

の駅の発信力は大きいので、そっちの方向で進めたい。 

…旧弥彦観光ホテル跡地は今年度、駅前広場に整備しますが、その後の活用にはどのよう

に考えていますか。 

村長 近くに弥彦公園があるので同じようなものをつくっても仕方がない。弥彦公園には

休憩できる場所がないので、休憩できるような場所にした。観光協会には駅前広場につい

ても管理運営をお願いできればと思っている。そうすることで駅前広場とおもてなし広場

と全体的な活用を考えられる。モミジの季節には駅前に広場で甘酒をサービスするとか、

今も芸妓さんがやっているが、そういうことに活用してもいい。それには観光協会主体で

やるのがベスト。大字弥彦全体でおもてなしできるような形になればいい。 

 

公約の「ガラス張り村政」 

…県道吉田弥彦線を駅前通りとの交差点のボトルネックについて、県に改善を要望すると

いう話でしたが、その後の経過はどうなりましたか。 

村長 それについて県も承知し、三條地域振興局にも 28年度から要望を出している。県か

らは大字全体で整備計画をつくり、それをもとに整備順位をつければ対応しやすくなると

いうアドバイスをいただいている。30 年度は大学とタイアップしてもう一度、見てもらった

中で、みなさんと協議して優先順位をつけて対応していきたい。 

…公約に掲げた「ガラス張りの村政」では入札情報、例規集などをネットで公開しましたが、

これまでの成果をどのように評価しますか。 

村長 評価は村長ではなく、村民が評価すると思う。ただし、できるものは全部やっている

と思う。村政懇談会についても公開はやぶさかではない。 

…新しい情報公開の計画はありますか。 

村長 新しい計画はありません。議会のネット公開についても決めるのは議会。やっていた

だければいいと述べるにとどめたい。議事録をネット公開できればいいが、それを決めるの

は議会だと思っている。 

 

農業行政職で大卒程度 一般行政職で高卒程度 

…来年 4 月の採用職員の職員採用試験を実施しましたが、来年度の職員数は何人になり

ますか。 
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村長 条例上は 95 人のところ昨年 4 月現在で 93 人。定数に対して二人の枠があったた

め、農業行政職員で大学卒程度と一般行政職で高校卒業程度の各一人を募集したが、欲

しい方がおいでにならなかったので全員不合格にした。一般行政職には大学卒、大学院修

了の優秀な方もいたが、高校卒と大学卒では役割が違うので、採用できないという判断

で見送った。12月に再度募集して 1月に一次試験を行う。今年度は途中退職者や勧奨退職

の予定もあって、総務課から悲鳴が上がっているが、踏ん張ってもらうしかない。誰でもい

いということではなく、活躍していただく人でないとならない。最低でも今年度と同数を

確保したいと思っている。 

…農林水産省から迎えた青木副村長は 4 月で二年の任期を終了します。副村長としての

二年間をどのように評価しますか。 

村長 青木副村長は 3 月で去ることは決まっている。任期の延長を相談したが、事情もあ

って続けていただけなかった。これまでよくやっていただいて感謝している。 

…後任の副村長については腹案がありますか。 

村長 青木副村長から国の派遣制度できていただいたときも、議会では三人の反対があ

った。他の町村長と話をするとみんなびっくりする。今の議会と私の関係からみると、どな

たをお願いしても 100％通らないということで、30 年度は、副村長なしで、27 年度と同様

に私一人でやるしかないと思っている。 

 

木質バイオマス発電 子育て支援資金 

…木質バイオマス発電について今年度の取り組みを聞かせてください 

村長 昨年大きな動きはしていないが、情報収集には動いている。六月くらいに農林水産

省と経済産業省が検討会を設置して協議するという新聞記事があって、副村長に調べて

もらったりした。具体的に動き出すのは難しいが、これからも情報収集は続ける。断念はし

ていない。 

…公約に掲げた子育て支援資金の今年度の実績、来年度以降の活用はどうなりますか。 

村長 子ども・子育て会議で検討してもらっているが、休日に小さい子どもを連れて利用

できる施設が欲しいという意見が多く、今年度は「夢の木ハウス」で休日子育て支援事業

を実施した。利用状況はあんまり芳しくないので、もっとＰＲをしていきたい。来年度以降の

活用については子ども・子育て会議で協議ししてもらうことになるが、村政懇談会の意見

なども参考にしながら続けていきたい。 

 

「競輪事業について」 

競輪事業の経費リストラ  弥彦の“ボロ”ぶりにため息 

…競輪事業では経営改善調査業務（個別外部監査）が議会で否決されていますが、今後，

競輪事業の経営全体にわたるリストラについてどのように考えますか。 

村長 これまで二十数場の競輪場に挨拶に行ったが、そのときに所長や幹部と話して感じ

ることは二つ。一つは弥彦競輪場はボロ。他の競輪場に行くとため息が出る。なんとかした

いという思いが強い。 

 もう一つは経費節減が話題になる。一番すごいのは茨城県の取手競輪場。貴賓席の応

接セットは廃棄されるものをタダでもらってきたもので、イスは四脚バラバラでもらってき

たもの。入り口も三つあったら一つにするなど徹底的に節約している。そうやって二億円、
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一億五千万円と繰り出している。弥彦の今の職員は一生懸命やってくれているが、他の競

輪場と比べたら全く足りない。まだ雑巾を絞ればジャージャーと水が出る。外部監査も議

会に出さないと外部監査をやらなくてもできると思われるので、毎回これからも議会に出

し続ける。 

ミッドナイト競輪 一日平均売り上げ 1.5 億円 FⅡ開催 一日平均赤字 3000 万円 

…ミッドナイト競輪が好成績を収めていますが、どのように評価しますか。来年度のミッドナ

イト競輪開催はどうなりますか。 

村長 一日平均一億五千万円のミッドナイト競輪の売り上げと、一日平均三千万円の赤字

を出す FⅡ開催をプラスに変えて、六千万の円の収支改善。職員には感謝している。一般会

計への繰り出し金当初予算では五千万円だったが、実績がいいので二千万円を上積みし

て七千万円を繰り出す。 

 二十九年度までミッドナイト競輪は一日一場開催であったが、希望する競輪場が多いの

で三十年度から二場開催になる。ただ一日は必ず単独開催で調整すると聞いている。一

日一億五千万円の売り上げは出ないが、ミッドナイト競輪による収支改善は大きい。村財政

への貢献も間違いないので、来年度は少なくと日数は前年度並み。売り上げは目減りする

のを覚悟しなければならない。 

…ナイター競輪、モーニング競輪の計画はありますか。 

村長 全国のみなさんと話をすると、ミッドナイトの設備を作ったならナイターもやったら

どうかといわれる。 FⅡの赤字改善は魅力的だが、今年度、ミッドナイトをやって三十年度

にできるかというとできない。地元との競技もあるので、三十一年度からやれればやりた

いと思うし、ミッドナイト競輪、ナイター競輪が実施できれば、個人的な考えとしてあと十年

くらいは持つと考えている。 

…寬仁親王牌の弥彦開催の見通しはどうですか。 

村長 全国競輪施行者協議会と JKA、選手会で施設、交通などで点数を決めている。弥彦

は日本で一番ボロに近いので施設はまずダメ。交通の便も良くない。非常に厳しいとわか

っているが、五年に一回はお願いしたいと、これからも言い続けるつもり。 

 

「伊勢ヶ濱部屋夏合宿」 

部屋が不祥事を起こした訳ではない 来年度も行っていただければ 

…昨年八月、大相撲伊勢ヶ濱部屋による二回目の夏合宿が行われました。伊勢ヶ濱部屋は

昨年、横綱日馬富士の引退などで夏合宿でないと思いますが、来年度の計画について聞

かせてください。 

村長 日馬富士関の問題については横綱が手を上げた段階でダメだと思う。マスコミの

世界にいた感覚としては、ＮＨＫの昼のニュースのトップでやった段階でダメだと思った。横

綱はそういう存在。他のプロスポーツとは違う。日馬富士関には土俵開きを含めて三年側

で見ていたが、横綱だけは赤ちゃんをダッコしても泣かれなかった。よほど安心感を与えら

れた人だと思うので残念でならない。 

 伊勢ヶ濱部屋は、九州場所で安美錦関が苦労して敢闘賞をもらったし、部屋が不祥事を

起こした訳ではない。来年度も合宿をやっていただけるのであれば、今年度同様に予算化

をしていきた。 
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「モンゴルとの交流」(エルデ村) 

…モンゴルとの交流では一昨年八月に小林村長と弥彦村の中学生がエルデ村を訪問し、

昨年十月にはエルデ村からの訪問団が来村しました。これまでの取り組みをどのように評

価しますか。 

村長 私がエルデ村に行ったときお会いした村長ががんで亡くなり、新しい村長が誕生し

た。大使館や在新潟名誉領事館を通じて折衝したが、なかなか進まず、今年度はダメかと

覚悟していたが、ぎりぎり一ヶ月前に決まった。エルデ村の生徒と、村長など九人から来村

して、弥彦の子供たちにもこうゆう国があると分かってプラスになったし、モンゴルの子供

たちも日本を知るいい機会だった。 

 向こうの村長も有意義で続けていきたいと話していた。今までは、消極的だと思ってい

たが、来たら「もう少し長くいたい」「もう少し子供をたくさん連れてきたい」と言っていた

ので、インパクトがあったと思う。 

…来年度はエルデ村に訪問する番ですが、どのような計画ですか。 

村長 来年度はもう少し、子供を増やしてもいいかなと思う。ふるさと納税でもモンゴルと

の交流で募集しているが、なかなか集まらない。自己負担については行政主体だから可能

な限り、村で負担していきたい。募集するとき保護者は全額自己負担できてもらってもいい

し、保護者でなくても行ってみたい方を募ってもいいかなと思う。 

…弥彦モンゴルフェアは内容的にも見直しが必要かと思いますが、来年度、何かを考えて

いますか。 

村長 モンゴルからなかなか返答が来なかったり、衆議院議員選挙が入ったりで準備がで

きず、なんとか格好はつけたが、小規模なフェアになった。来年度は早い段階からモンゴル

の留学生をお願いして続けていきたい。 

 

「教育」弥彦独自の教育 小中学校共に安定 

…弥彦独自の教育について現状に対する評価と、今後の計画について聞かせてください。 

村長 林順一教育長に来ていただいて、小・中学校は非常に安定している。教室が落ち着

いていることは学力向上につながる。全国の平均でもかつてない成績を収めている。いじ

めもなく、教室が荒れることもなく、これが一番ほっとしている。そのために現場の先生と

保護者、教育委員会が一体となって対応した。指導した林教育長には感謝している。コミュ

ニティースクールも是非やりたい。 

…新潟国際情報大学と包括協定を締結しましたが、来年度の計画はどうなっていますか。 

村長 大学側とは連携のもと、協議会を発足させる予定で、その中で土曜学習への講師

派遣などによる教育・人材部門、観光情報発信や調査研究などの産業振興部門、国際交流

や異文化体験などの国際交流事業部門に取り組むために具体的な話を進めていきたい。 

 

「弥彦塾の取り組み」 

…弥彦村塾の取り組み、来年度の計画を聞かせてください。 

村長 今年度は八月に農業、観光、企業の三塾合同で第一回セミナーを開き、合同視察研

修を行った。塾長を何人かに打診したが、みんな断られた。弥彦村塾は人材育成、人脈作り

のために必要。運営は塾生を中心にやればいいと思ったが、難しい。 

来年度は経営支援 NPO クラブの力を借りながら一緒にやりたいと思っている。 
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「Ｕ・J ターンの移住促進」 

…弥彦村の人口が減少を続けていますが、具体的な施策はありますか。 

村長 Ｕ・J ターンで移住促進の補助事業はやっていく。県の就農支援で、今年武道団地に

一家族が移住する家族がいる。弥彦は露出度が高いからプラスイメージが増えれば、弥彦

に来る人も出てくる。その人の対応も考えなくてはならない。おもてなし広場がうまくいっ

て露出度が高くなれば、弥彦に行きたいという人も出てくると思う。 

 

「灯籠まつりと菊まつり」 

…弥彦灯籠まつりなどの観光行事について新しい計画はありますか。 

村長 弥彦灯籠まつりは昨年度、領事館の人を招待して、中国の人にもお見えいただいた。

伝統行事を見ていいただいて、自国のみなさんに説明していただければ、将来の観光誘致

につながる。  

…弥彦菊まつりは出展が減少してしいます。米山知事にも現状を伝えましたが、来年度、何

か新しい取り組みは考えていますか。 

村長 今年度から首都圏で菊を販売しようと試験的にやって見たが、結果は失敗。宅配便

では菊が傷んで運べない。なぜ販売しようかと思ったというと、現在の出店は六十代から

七十代の人が中心。これから高齢でやめる方がドンドン出る。十年後に三千鉢というのは無

理な世界。十一月の入り込み客数は平均五十四万人。今は旅館も満員になるが、これが二、

三十万人になったら、旅館は通常の月と同じくなる。なんとかしないとならない。菊は手間

暇、カネがかかり、若い人でやっていく人はいない。何とか利益を出せるようにしたい。米

山知事には昨年、菊を届けたとき菊の栽培の状況を報告した。終わった菊は廃棄すると言

ったら「もったいないですね」と反応して、菊の宅配について県でやると即答してくれた。

すぐにとはいかないが、その方向で努力したい。 

 

「2020 年東京オリンピック・パラリンピック」 

…2020 年、東京オリンピック・パラリンピックでは来年度の計画は何かありますか。 

村長 経産省は今年度、プライムフライデーの旅行ＰＲで全国十市町村選んでポスターを

作成したが、新潟県からは弥彦村と村上市が選ばれた。これはオリパラ首長連合の事務局

に職員を派遣し、私も役員をしているため。新虎通りはようやく出ただけで、効果があると

は 100％思っていない。首長連合に参加したのはオリパラ開催年に弥彦村が少しでも前に

出られるようにするため。小さいところが何もしないで「お願いします」と言っても相手に

される訳がないので四年間、職員を派遣した。目標は２０２０年。いろいろなところで声がか

かることを期待している。職員の派遣は二年の約束なので三月に交代して引き続き出向さ

せる。 

 

「ふるさと納税好調」 

…ふるさと納税の今年度の状況はどうですか。返礼品の見直しを行う考えを示していまし

たが、来年度はどうなりますか。 

村長 今年度も好調で二十九年度当初予算の三億円、返礼品を引いて九千万円は達成

できると報告を受けている。返礼品は村の農産物が中心で、豪華なものはない。歴代の総

理大臣も五割はおかしいから三割と言ったが、別の総理大臣は自治体で判断してやれば
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いいと言っている。総務省としても行政の連続性があるので前大臣言ったことをやるのは

当たり前。ありがたいことに税収は増加しているのでふるさと納税は続けていきたい。返礼

率検討することは考えていない。 

 

「弥彦のブランド米『伊彌彦米』」 

…弥彦のブランド米「伊彌彦米」は知名度が上がってきたと思いますが、これまでの成果と、

今後の計画について聞かせてださい。 

村長 「伊彌彦米」はおかげさまで好評を得ている。二十八年度のふるさと納税の八割が

コメでその多くが「伊彌彦米」二十九年度のふるさと納税も前年同月比で 220％、その七

割がコメ。村としても限界があるので、十億、二十億は考えていないが、五億くらいが限界

かなと思う。 

…県の新しいブランド米「新之助」はどうですか。 

村長 二十九年度の作付けは前年の２４倍の 14.6ヘクタール。新之助は来年度が勝負を決

める年になるのではないか。個人的にはコメの食味は限界に来たと思う。昔のコシヒカリと

北海道産のコメという違いはない。あとはＰＲを大事にしないとならない。 

 

「地震と水害対策」 

…防災について来年度の計画はありますか。 

村長 弥彦の防災対策は地震と水害対策。大河津分水が切れたときどうするか。昨年は

「まるごとまちごとハザードマップ」標語看板を設置し、少しは意識が高まったと思うが、本

当に起こりうることをやらないとならない。来年度も防災訓練をするが、もう一段、危機意

識を持ったなかで検討していきたい。 

 

「来年度は弥彦小学校の大規模改修」 

…来年度予算はどの程度の規模になりますか。目玉となる事業はありますか。 

村長 おもてなし広場整備、駅前広場整備の二大事業も完了を迎え、来年度以降はその

維持管理がはじまる。来年度は弥彦小学校の大規模改修に入り、規模としては今年度並み

の三十七億円程度を見込んでいる。新規事業に就いては原則ダメとはいっているが、やる

なら既存事業をカットして欲しいと言っている。前村長はトップダウンで「良い、悪い」を決

めたが、今年から総務課の管理職三人が担当課職員からヒアリングしてムダを削ったもの

を私の方に持ってきて最終決定することに決めた。トップダウンは財政を 100％知っている

人か、恣意的な運営しかない人かのどちらかだ。二十八年度、二十九年度はなんとか回っ

たが、三十年度はそれではできない。 

…最後に新年の抱負を聞かせてください。 

村長 同じことだと思うが、みなさんが元気で明るくニコニコしている村、お年寄りが健康

で長生きできる村、子供が自分の能力十分に発揮していける村をつくること。当たり前の

ことをやっていく、奇をてらう必要はない。 

…ありがとうございました。 

 

           以上 201８.1.1 三條新聞元旦の記事を参考より（修正補足等あり）  


