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令和５年 1 月 1 日（日）三條新聞 (抜粋) 

小林豊彦弥彦村長「ことしの抱負」 

討議資料 

物価高対策で保育料・給食費無料化 
二期目公約の図書館建設工事始まる 
枝豆選果場も本格稼働開始  
無農薬・無化学肥料米の生産拡大へ 
 
２月二期目の任期満了を迎える小林豊彦弥彦村長

(77)。 昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染

症ワクチン接種に取り組みながら、二期目の公約

に掲げた図書館建設にも着工。農業振興では枝豆

共同選果場も本格稼働し、稲作では無農薬・無化学

肥料米の生産拡大に取り組み、物価高対策として

保育料と給食費の無料化にも踏み切った。 

 その一方、１月 29 日の村長選に向けて議会との

対立が再燃。井田地内に建設を予定していた枝豆

加工施設は二度にわたって否決され、今年度の着工を断念した。すべては村長選の結果

次第となるが、小林村長は「いろいろな夢がこの村にはあるので、そのために仕事をさ

せていただきたい」と話している。 

 
－ ワクチン接種も軌道にのり － 

☆ 村民の健康・生活を守るため新型コロナ対策への取り組み 

■ あけましておめでとうございます。二期目の任期満了まで２ヶ月を切りましたが、

昨年はどのような年でしたか。 

村長  一言で言うと穏やかな一年。新型

コロナウイルス感染症のワクチン接種も 

だいたい軌道にのり、自然災害もなく、社

会的に大きな問題もなかった。八年間で

は一番穏やかな一年だったと思っている。

できれば今年も穏やかな年になってほし

いという願望をもっている。

☆ コロナとインフルエンザ 同時流行に備え解熱剤 

■ 新型コロナ、インフルエンザの同時流行に備えた解熱剤の補助について、具体的な

計画を教えて下さい。 

村長 昨年も警告は出たが、弥彦村では

インフルエンザ患者ゼロ。今年も僥倖（ぎ

ょうこう）を期待するわけにはいかない。

万一同時流行した時にどうしたらいいか。

9 月ごろ、熱が出たら医者に行かずに家で

待機しろと国の指針が出たので、解熱剤

を各家庭に置いてもらうしかない。万一、

インフルエンザが流行したらあっという

間に薬局から解熱剤がなくなる。最終的

には政府は子供と、基礎疾患を持ってい

る高齢者は医者に行ってもいいという指

針に変わったが、もし万一の時に解熱剤

があれば安心して過ごせる。村が一括購

入して配ることはできないから、日本中

どこで買っても領収書を持ってくれば支

払う。予算規模でいうと 500 万円程度。

それで村民が安心できるなら安いもの。

村民の皆さんにはとにかく早く買ってお

いてくださいと、あちこちの会合でお願

いしている。
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☆ 農産物加工施設 “否決”だが 

■ 今年度、事業着手を予定していた農産物加工施設は議会で否決されましたが、 

新会社設立を含めてどうなりますか。 

村長  農産物加工施設については、村

有地を使った建設については断念せざる

を得ない。村有地でやることには農地を

買わないとならない。それをやるには今

から行ってお金を約束して来年度の作付

けをしないで造成に入る。これがダメに

なって作付に入っているから一年間、手

が出せない。また秋に同じことをやらな

いと再来年の造成になるから 3 年遅れに

なる。そんなに待てないから、田んぼで

はないところに作るしかない。できるだ

けお金を使わない方が有利だから村有地

にしたいが、上下水道で 1 億 6000 万円

かかる。それなら民有地を買ったほうが

はるかに安い。新会社は村長選挙と 4 月

の統一地方選挙の結果次第。薄皮むき機

はほぼ完成したので、その技術があれば

捨てていた枝豆がすべて現金化する。薄

皮を剥いた枝豆をそのまま売るわけには

いかないので、市場を開拓しなければな

らない。場合によっては大手に全量引き

取ってもらう手もある。やり方はいろい

ろある。これで枝豆がダメになったとい

うような単純なものではない。 

 

－ 保育料・給食費無料化すべて － 

             一律、所得制限なし間違いなく恒久的に 

 

☆ 物価高騰対策・子育て支援 ふるさと納税と競輪事業で 

■  3 月末まで保育料、中学校までの給食費の無料化を行っていますが反響はどうで 

しょうか。来年度以降の継続は考えていますか。

村長  保育料、給食費の無料化は物価高

騰対策で行った。子育て支援として打ち

出してもいいが、まだ早いかなという気

持ちもした。村民はお年寄りもいるし、生

活の苦しい人もいる。反対する人はいな

いと思うが、ほかの人たちのことを考え

ないのかという批判はあった。物価高騰

対策としてやれば、誰も反対しないとい

う感じがし、いったんこれをやったら間

違いなく、恒常的に続けなければならな

い。保育園の給食費はもともと副食費で、

主食は家から持ってきていた。お母さん

たちは主食の弁当を作るのは負担になる

し、前の晩か朝炊いたご飯はお昼に冷め

る。給食費で村が一括してご飯を炊けば、

炊きたてのご飯を食べられる。「うちの孫

が昼食のご飯を三杯もおかわりしている」

と言われたのは嬉しかった。しかも所得

制限もしていない。子供たちのいじめは

自分たちと違うところが出発点。親が金

持ちでも貧乏でも子供には関係ない。全

部一律でやれと所得制限をなくした。結

果的に良かったと思う。私が再選されれ

ば、はっきりと学校制度の給食費の無料

化を制度化する。制度化すればやめられ

ない。原資はふるさと納税と競輪事業で

充分対応できる。 
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－ 図書館 6 月には開館 － 図書委員、本を読んでいる人  

☆ ふるさと納税 1 億円 図書館運営費に充てる 

■ 図書館建設事業については今後のスケジュールはどうでしょうか。 

村長  中庭の入り口棟はもう７割方でき

てきて、予定通り6月にオープンできる。

今は図書を選定するための図書委員を選

定している。先日、図書館長から名簿をも

らったが、私は全部考え直してくれと差

し戻した。図書委員というのは本を読ん

でいる人でないと困る。蔵書がどのくら

いで、月にどのくらい本を読んでいるか

調べてもらいたい。高度な専門書だけで

なく漫画や絵本も必要だから、いろいろ

なものを読んでいる人をちゃんと調べて、

名前だけで選ぶのはやめてほしいと言っ

た。 

 

－ 村が新しい部活動を実施 － 村が補助金、指導者を採用 

☆ 〈新文化会館〉総事業費 50 億円見込む マスタープランも作成中 

■ 新文化会館建設について、現在の状況を聞かせて下さい。 

村長  想定しているのは27㌶。予算規模

はわからないが総事業費は50億円いくと

思う。起債をするが、民間の資本も入れて

村が運営することは避ける。とりあえず

は農地転用のために全体のマスタープラ

ンを専門のコンサルタントに頼んで作成

している。具体的な予算付けはもう少し

先になると思う。当初考えていなかった

のが中学校の部活動。来年、再来年は土、

日曜日だけ村に移行され、それ以降は村

が全部やることになる。その時に学校施

設以外で活動をできる施設はゼロ。サッ

カー場や運動場を作って、新しい部活動

を村がやる、村が補助金を出して組織を

作れば指導者を採用できる。学校がやっ

ている間は全体の運営業務をやってもら

う。さらに渋滞解消の大駐車場もこれが

最後のチャンス。あそこなら1,000台止め

られる。文化会館とスポーツ公園と、近く

に大公園(弥彦公園)ができるから、その

お客さんを全部収容できる。あそこなら

公園まで歩いて行ける。すべてがそこで

解決する。 

－ 人口増加策 －  教育と就労機会の増加 矢作地区に住宅団地 

☆ 教育と就労機会の増加 必ず若い人たちは来る 

■ 人口増加について今後の計画を聞かせて下さい。 

村長  基本的には転入が増えて、自然増

で増えるの二つしかない。一つは教育。こ

れはある程度成果を上げてきているので

続けるしかない。もう一つは就労機会を

増やすこと。仕事に就ける村にする。新し

い村外資本が入ってくれば可能性が出て

くる。28９号線の延伸は多分、6年後には

実現する。そうすると企業誘致ができる。

国道が走っていない村に県外の企業が来

てくれるわけがない。農業は枝豆で就労

は増えるが、土地の面積はきまっている

から限界がある。伸びしろは製造業。村の

致命的な欠点は、美山工場団地に住宅と

工場が混在していること。騒音とか廃棄

物とか文句が出るのは当たり前。そんな

ところに進出するわけがない。289号線

の延伸と同時に、美山工場団地の整備も

手がける。基本的には住宅と工場用地を

分けて、住宅を移すのは難しいので工場

を移転してもらう。矢作地区は人気があ

るから、住宅団地に整備すれば必ず若い

人がくる。そうすると人口減少対策にも

つながる。10年かかる大構想だが、その

とっかかりを私がつくりたい。
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「好調」競輪場の見通し ミッドナイト競輪で稼ぐためには 

 負傷選手に長岡市の病院 ドクターヘリも使用ＯＫ 競輪会館改修・温泉導入 

 4 年度売り上げ 220 億円 新年度 300 億円めざす 

「小林とよひこ後援会事務所」弥彦村麓字仲田 4655 ０２５６-78-8001 

■ 弥彦競輪の売り上げも好調のようですが、来年度の見通しはどうでしょうか。 

村長 ４年度の売上は 220 億円くらい。

来年度は寬仁親王牌（Ｇ１）がある今年度

は記念競輪(GⅢ)で約 50 億円を売り上げ

たが、今年度、前橋で行った寬仁親王牌は

80 億円。 黙っていても間違いなく 30 億

円増える。伸び率は伸びているから、それ

を加味すると、うまくいけば 300 億円、

少なくとも 270 億円の売上を見込める。

 

■ 売り上げを維持、増進させるための取り組みは何かありますか。

村長 ミッドナイト競輪が同じ日に 3 競

輪場開催が重なると、弥彦は売上で負け

る。なぜ差が出るかというと出場選手。み

んな人気選手のレースを買う。どんなに

良い選手が走ってくれるかで、売り上げ

が左右される時代になった。弥彦は選手

がけがをしても緊急時の病院が無いから

と言われたので、長岡市の病院に頼んで

受け入れてもらえることになった。 今度

はドクターヘリの使用も OK になった。

全国どこにもないと選手に喜ばれている。

もう一つは競輪会館を改修して温泉を給

湯する。公営競技事務所長はタンクロー

リーなら安くできると言ったが、それな

らどこでもできる。源泉かけ流しだから

効果が期待できる。弥彦は安全で楽しい

ということをわかってもらわないと、い

い選手は来てくれない。選手に喜んで来

てもらうような競輪場づくりを目指して

いる。

  

■ 村の財政が好転した要因として競輪事業をあげていますが、今後の売上の見通しは

どうでしょうか。 

村長  間違いなく売上は増え続ける。

来年度は寬仁親王牌がうまく終われば二

年後、三年後にまた親王牌が来る。バンク

の大規模改修もそのためで、弥彦が努力

していることがわかれば、他の競輪開催

自治体からも文句は出ない。競輪公営競

技事務所に言っているのは、競輪の収益

は弥彦村のための収益だということ。競

輪公営競技事務所には年間最大３億円の

配分を考えているが、それでも7億円は残

る。それを競輪特別会計に入れて置くか、

別の会計にするかについては東京の専門

家に、この財源をどうしたら管理運営で

きるか研究会をつくるように頼んでいる。

メンバーは大学教授、地方財政のプロフ

ェッショナル、銀行のバンカーでもいい。

それを三期目でやるつもり。 

 

－ 村民の幸せと安全安心を －  まず再選させていただいて  

■ 来年度予算はどの程度の規模になりそうですか。目玉事業はありますか。 

村長 5 年度の当初予算は例年と同程度

か、やや小さい規模を想定している。これ

から村長選挙があるため、まずは必要経

費や既存の施設での予算編成を行う。選

挙後、再び村政をまかせていただける事

になったら、なるべく早いタイミングで

新たな施策を盛り込んだ補正予算をお願

いしようと考えている。そういう意味で、

現時点での目玉事業はない。 

■ 新年度の抱負を聞かせて下さい。 

村長 まずは再選させていただいて、いろいろな夢がこの村にはあるので、そのために

仕事をさせていただきたい。それが村民の幸せと安全安心に間違いなくつながる。 

■ ありがとうございました。   


