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新潟県弥彦村基本計画 

 

 

 

１ 基本計画の対象となる区域(促進区域) 

（１）促進区域 

設定する区域は、平成 30 年８月１日現在における新潟県弥彦村の行政区域とする。面積

は 2,517 ヘクタール（弥彦村全域）程度であるが、自然公園法に規定する佐渡弥彦米山国

定公園、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区の一

部を含むため、「８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項」に

おいて、環境保全のための配慮を行う事項を記載する。 

なお、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域、絶滅の

おそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区、自然公園法

に規定する国立公園及び県立自然公園、自然環境保全法に規定する都道府県自然環境保全

地域、環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落、生物多様性の観点から重

要度の高い湿地、自然再生推進法に基づく自然再生事業の実施地域、シキ・チドリ類渡米

湿地、国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域等は、本区域には存

在しない。 

 

（地 図） 

 

 

    

弥彦村 

佐渡弥彦米山 
国定公園 

（弥彦地区） 
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佐渡弥彦米山国定公園・鳥獣保護区域図 

 

（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

弥彦村は、新潟県のほぼ中央部の日本海側に位置し、西は弥彦山を隔てて日本海を臨む

長岡市、南東は燕市、北は新潟市西蒲区と隣接している。総面積は 2,517 ヘクタールを有

し、土地利用は農地 44％、宅地８％、山林その他 48％となっている。 

 

      

鳥獣保護区 

※国定公園及び鳥獣保護区と重複する区域は、

促進区域から除外する。 
弥彦村 
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弥彦村の産業構造は、平成 27 年村民経済計算によると第１次産業が総生産額の 2.6％、

第２次産業（製造業）が 43.9％、第３次産業は 53.5％を占めているが、平成 17 年以降第

２次産業は緩やかな減少傾向にある。 

弥彦村の耕種農業は、弥彦村ブランド米「伊彌彦米」を始めとする稲作と、県内一の極

早生枝豆「弥彦むすめ」、ぶどう、切花などの園芸作物を中心に生産されており、畜産にお

いては、豚肉は県内９位の生産額があり、農業は弥彦村の産業の核となっている。 

製造業については、村内に 80 余りの工場があり、特に昭和 39 年に美山工業団地の造成

を開始してからは、これまでに 40 社以上の金属製品製造業、金属素型材製造業、情報通信

機械器具製造業などの企業を誘致している。また、本村南部では農村地域工業導入促進事

業による大戸工業団地開発を行い、農業構造や農家世帯の就業構造の変化に対応を図って

いる。 

商業・観光においては、県内４番目の入込客数を誇る越後一宮彌彦神社及び弥彦山と桜

井郷温泉、湯神社温泉、村営競輪場などを中心とする観光資源にも恵まれ、関連する商店

数も約 160店ある。 

インフラ整備状況としては、鉄道のJR弥彦線が矢作駅を経由し弥彦駅まで運行しており、

近隣市への通勤・通学の手段として利用されている。幹線道路のアクセス性も良く、国道

116 号線及び国道 289 号線に燕市で接続する県道吉田弥彦線が東西に走り、これと分岐する

県道矢作長崎線にも接続していることから、これらは本村と隣接市を結ぶ重要な幹線道路

となっている。また、村中央部をほぼ南北に縦断する形で主要地方道新潟・寺泊線が新潟

市と結び、海岸線には国道 402 号線が走っている。中央部から７㎞程の距離には、北陸自

動車道の三条・燕ＩＣがあることから、高速道路を介したトラック輸送による関東・関西

経済圏への短時間での搬送が可能である。 

人口分布の状況については、人口、世帯数共に平成 22 年までは年々微増を続けていたが、

22 年をピークに減少傾向にあり、人口減少は地域経済の縮小や人手不足を招き、地域社会

基盤の維持困難に繋がる。産業別就業人口は、平成 20 年から 30 年の 10 年間で第１次産業

が 18％、第２次産業 11％と大きく減少しているが、第３次産業は 2.3％の減少となってい

る。将来的には、観光関連産業が多岐に関連している第３次産業が全体の 60％程度を占め

るものと予測される。 

また、平成 29 年の新潟県人口動態調査によると、20～24 歳は職業を県内他市町村への移

動理由としており、25～29 歳は住宅を理由に移動を行っていることから、村内に雇用を創

出するとともに、住み続けてもらえるような生活基盤の整備が求められている。 

 

 
年齢層別県内転出理由件数 
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弥彦村産業別就業人口割合 

     

 

２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

弥彦村は、国道 116 号線及び国道 289 号線に接続する県道吉田弥彦線が東西に走り、中

央部から７㎞程の距離には北陸自動車道の三条・燕ＩＣがあることから、平成 29年の新潟

県観光入込客統計によると、約 235 万人の観光客が訪れている。目的別では、歴史・文化

への探訪を目的とする彌彦神社への観光客数は 127 万人、自然散策を目的とした弥彦山へ

の登山客数は 12 万人、弥彦山ロープウェイ利用客数は 35 万人となっている。彌彦神社へ

の観光客数は、前年比５％程度(H26/H25)の増加傾向にあり、国内外から訪れる観光客への

観光情報提供システムの充実を図ることで、温泉・健康やスポーツ・レクリエーションを

目的とした観光入込客数の増加と雇用の拡大に期待できる。 

弥彦村には、付加価値の高い特別栽培米「伊彌彦米」や極早生枝豆「弥彦むすめ」、特選

肉厚椎茸「やひこ太郎」などの弥彦村の核となるブランド農産物や伊彌彦米麹の甘酒、観

光ぶどう園の生食用ぶどうのワイン、安心ブランドの越後もち豚、彌彦神社、村営競輪等

の地域資源が豊かに賦存している。また、弥彦村には 2 箇所の工業団地があり、金属素形

製品製造業も盛んで、近年では、金属容器、調理器具など幅広い金属加工製品をふるさと

納税返礼品にも積極的に起用している。 

観光関連産業は、農林水産分野を始め、飲食料品・土産品等の製造販売、運輸、観光客

サービス分野等々多岐にわたり雇用と経済への波及効果をもたらすことが期待できる。こ

れらを弥彦村全体で活用しながら地域ブランドの付加価値を更に高め、地域外からの収益

獲得と地域内経済を循環させる経済構造を強化していくとともに、雇用の拡大を図る。 
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（２）経済的効果の目標 

【経済効果の目標】 

 現 状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業による 

付加価値創出額(全産業) 
― 31,660 万円  

 

(算定根拠) 

１件あたり平均 4,059 万円〔新潟県全産業の１事業所あたり付加価値額(平成 28 年経済

センサス調査) 〕以上の付加価値を生み出す地域経済牽引事業を 6 件創出し、これらの地

域経済牽引事業が促進区域で 1.3 倍(平成 23 年新潟県産業連関表における逆行列関数表の

全産業平均値 1.3348 倍より)の波及効果を与え、促進区域で 31,660万円の付加価値を創出

することを目指す。 

6件の新規事業は、促進区域の全産業付加価値額 1,094,200 万円の約 2.9％にあたる経済

的効果をもたらす。 

経済効果：24,354 万円(4,059万円×6 件)×1.3 倍＝31,660 万円 

【任意記載のＫＰＩ】 

重要業績評価指数(ＫＰＩ)として、地域経済牽引事業の平均付加価値額、地域経済牽引

事業の新規事業件数を設定する。 

 現 状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業の 

新規事業件数 
― 6件 ― 

 

   

    

３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

本計画において、地域経済牽引事業とは次の（１）～（３）の要件を全て満たす事業をい

う。 

（１）地域の特性の活用 

「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的または社会的な観

点からみた地域の特性に関する事項」において記載する地域の特性の活用戦略に沿った事

業であること。 

（２）高い付加価値の創出 

事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が 4,059 万円(新潟県の 1

事業所あたり平均付加価値額（経済センサス－活動調査（平成 28年））を上回ること。 

    
   



6 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

地域経済牽引事業の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内にお

いて以下の効果が見込めること。 

①促進区域に所在する事業者の雇用者数が、開始年度比で１事業者当たり１人又は 7.0％以

上増加すること。 

 

②促進区域内に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で 9.3％以上増加する

こと 

 

③促進区域内に所在する事業者の売上げが開始年度比で 11.2％増加すること 

 

④促進区域内に所在する事業者の取引額が開始前年度比で 11.2％以上増加すること 

 

 

 なお、（２）、（３）については、地域経済牽引事業計画の計画期間が５年の場合を想定して

おり、それよりも計画期間が短い場合は、計画期間で按分した値とする。 

 

 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重

点促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

（１）重点促進区域 

重点促進区域は設定しない。 

（２）区域設定の理由 

設定区域なし 

（３）重点促進区域に存する市町村が指定しようとする工場立地特例対象区域 

対象区域なし 
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５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的または社会的な観点から

みた地域の特性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

①自動車部品やステンレス製品等の金属素形材製品製造業、現金自動預払機やＯＡ機器等の情報

通信機械器具製造業などの産業集積を活用した成長ものづくり分野 

②特別栽培米、極早生枝豆、特選肉厚椎茸、生食用ぶどうのワイン、安心ブランドの越後もち豚

などの弥彦のブランド農産物を活用した農林水産・地域商社分野 

③弥彦山スカイライン、弥彦山ロープウェイ、弥彦温泉郷、万葉集や古事記にも登場する彌彦神

社や国指定重要文化財などの多様な観光資源を活用した観光・文化・まちづくり分野 

 

（２）選定の理由 

①自動車部品やステンレス製品等の金属素形材製品製造業、現金自動預払機やＯＡ機器等の情報

通信機械器具製造業などの産業集積を活用した成長ものづくり分野 

村内には、美山工業団地、大戸工業団地の２箇所に工業団地が造成されており、平成 28

年度新潟県統計年鑑によると、これまでに 40 社以上の金属素形材製品製造業(事業所数 20

で県内７位)、情報通信機械器具製造業(事業所数２で県内７位)などの企業を誘致してきた

ことから、平成 27 年市町村民経済計算によると、弥彦村の製造業出荷額は村内全産業の

39％、その内 17％が金属製品製造業となっている。 

これらの産業を支えている中小企業は、個人企業が約半数を占めているほか、従業員 10

人以下の企業が全体の９割を占めていることから、中小企業及び小規模事業者等は、労働

生産性向上による経営の安定化を図るため、先端設備等導入計画策定への取組みなどを進

めているところである。 

また、近年では、鍛金・鎚起の伝統技法で日常生活の器から金属造形作品までを制作す

る鎚起工房の鎚起銅器や大手金属加工メーカーの金属容器、調理器具まで幅広い金属加工

製品をふるさと納税返礼品に積極的に起用するなど、さまざまなニーズに対応する技術力

向上の支援、販路拡大支援、雇用対策支援等を充実させている。 

また、平成 28年度新潟県統計年鑑によると、生産工程の省力化に期待される生産用機械

器具製造業(県内17位の従業者数)や情報通信機械器具製造業(県内３位の従業者数)の従業

者数は、製造業の 39％を占めており、ICT や IoT 関連企業にとって活動拠点を置きやすい

環境が整っている。 

これらの背景をもとに弥彦村商工会との連携を図りながら、金属製品製造業や情報通信

機械器具製造業などのより一層の集積と、従来より高精度で付加価値の高い製品が一貫し

て生産できる環境を創出することにより、地域の稼ぐ力の底上げを図る。 
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②特別栽培米、極早生枝豆、特選肉厚椎茸、生食用ぶどうのワイン、安心ブランドの越後もち豚

などの弥彦のブランド農産物を活用した農林水産・地域商社分野 

弥彦村では、農薬や化学肥料を 50％以上減らした強い旨みと粘りのある特別栽培米「伊

彌彦米」や新潟の初夏の風物詩としてブランドが確立している県内一の極早生枝豆「弥

彦むすめ」、肉厚でジューシーで陸あわびとも呼ばれる特選肉厚椎茸「やひこ太郎」や生

食用ぶどう、切花等を中心に栽培が行われており、弥彦村の産業の核となっている。 

平成 28年の新潟県作況統計によると、特別栽培米「伊彌彦米」を含むコメの生産額は

県内 23位ではあるが、10アール単収は 627(kg)で県内１位となっている。また、平成 18

年作物統計によると、極早生品種「弥彦むすめ」を始めとする弥彦村で生産される枝豆

の出荷量は 165ｔで県内２位、収穫量は 199ｔで県内６位となっている。ぶどうにおいて

は、出荷量 45ｔ、収穫量 63ｔともに県内 9 位であることからも、弥彦村の農業は強みの

ある産業といえる。 

弥彦村の農業を弥彦ブランドの一つと捉え、地域外に弥彦ブランドを発信していくた

め、平成 29年には農業と観光の一体化を推進するおもてなし広場に農産物直売所がオー

プンし、観光客や一般消費者への直接販売を行っているが、伊彌彦米や弥彦むすめ、や

ひこ太郎などの農産物の知名度はまだまだ低い。安心ブランドの越後もち豚(豚肉のシェ

アは 3.1％で県内９位)や生食用ぶどうで醸造したワインや伊彌彦米の麹をつかった地元

ブランド米 100％の甘酒、日本酒などについても、弥彦村ブランド農産品として販路拡大

を図るため、ふるさと納税返礼品に起用している。また、伊彌彦米ややひこ太郎などの

地元農産物、伊彌彦米の甘酒や日本酒、観光ぶどう園の生食用ぶどうのワインや安心ブ

ランドの越後もち豚などを村内の飲食店や旅館・ホテルで提供し、弥彦ブランドとして

の知名度を高めるととともに、地域外からの収益獲得と地域内経済を循環させる経済構

造を強化したまちづくりを推進しており、平成 30 年３月末には、農産物直売所やフード

コート、足湯施設、チャレンジショップ等の複合施設「おもてなし広場」をオープンさ

せている。 

以上のことから、特別栽培米、極早生枝豆、特選肉厚椎茸、生食用ぶどうのワイン、

安心ブランドの越後もち豚などの弥彦のブランド農産物をあらゆる媒体で活用すること

により、生産から加工(高付加価値化)、流通・販売(売上増加)までを効果的に循環させ

る地域経済に波及効果を与え、地域農業と地域経済の活性化を目指す。 

③弥彦山スカイライン、弥彦山ロープウェイ、弥彦温泉郷、万葉集や古事記にも登場する

彌彦神社や国指定重要文化財などの多様な観光資源を活用した観光・文化・まちづくり

分野 

弥彦村は、国道 116 号線及び国道 289 号線に接続する県道吉田弥彦線が東西に走り、

中央部から７㎞程の距離には北陸自動車道の三条・燕ＩＣがあることから、平成 29 年の

新潟県観光入込客統計によると、約 235 万人の観光客が訪れている。目的別では、歴史・

文化への探訪を目的とする彌彦神社への観光客数は 127 万人(県内目的別で２位)、自然

散策を目的とした弥彦山への登山客数は 12 万人、弥彦山ロープウェイ利用客数は 35 万

人となっている。 
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彌彦神社は万葉集や古事記にも登場する越後国一宮であり、平成 26 年の観光客数は前

年比 5％程度の増加傾向にあったが、平成 28 年には前年比 0.7％増と増加傾向が鈍化し 

ている。また、弥彦温泉郷については平成 29 年には 93,730 人が訪れている。弥彦村に

は湯量豊かな「桜井郷温泉」と新たに平成 19 年 11 月より給湯が開始された「湯神社温

泉」の２つの源泉があることから、弥彦村では弥彦温泉郷や自然豊かな弥彦山、彌彦神

社、村営競輪等の多様な地域資源を活用しながら、まちづくりを推進する事業の一環と

して、弥彦駅前の旧弥彦観光ホテル跡地をイベント可能な広場と足湯「湯のわ」として

平成 30年７月に再整備を行った。 

現在、弥彦村観光協会と連携し、観光協会公式サイト「弥彦浪漫」や Facebook を立ち

上げ、十柱神社社殿をはじめとする国指定重要文化財や国登録有形文化財等弥彦村の歴

史の趣ただよう文化財の紹介を行っている。また、インバンド向けではあるがスマート

フォンで利用できるアプリ「odigo」などを活用しながら、GPS 位置情報と連動した観光

情報配信の充実化や全 73 施設、75 箇所の Wi-Fi FREESPOT を設置するなど観光客の利便

性を図るまちづくり事業も進めている。 

今後とも、村の強みとなっている温泉施設、観光施設、有形文化財等多種多様な観光

資源を活用した観光・文化・まちづくり分野の事業化を進め、国内外の観光客を取り込

んだ循環する地域経済の活性化を目指す。 

 

 

６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の

地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１）総論 

地域の特性を生かして各分野における事業者の取組を支援して行くためは、地域の事業

者のニーズをしっかりと把握し、適切に事業環境の整備を行っていく必要がある。事業者

ニーズを踏まえた各種事環境整備に当っては、国の支援策も併せて活用し、積極的な対応

で、事業コストの低減や本地域にしかない強みを生かした地域内循環型経済を確立する。 

   

（２）制度の整備に関する事項 

①不動産取得税、固定資産税(県税)、法人県民税、事業税軽減措置の整備 

地域経済を牽引する事業及び成長分野への投資促進を図るため、一定要件のもと、県

税(法人県民税、事業税及び不動産取得税等)の軽減措置を講ずる条例を制定する。 

 

②固定資産税軽減措置の整備又は、整備に向けた検討 

一定要件のもと、固定資産税の軽減措置を講ずる条例制定又は制定に向けて検討する。 
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③地方創生関係施策 

平成 32年度から 35年度の地方創生推進交付金を活用し、次の施策を実施する予定 

ア．農林水産業分野 

設備投資支援、社会基盤・産業基盤整備等による事業環境整備や技術開発、販路開拓、

生産性向上、人材育成・確保、専門家派遣、産学官連携、事業承継、事業環境ＰＲ等の

支援施策を実施する予定。 

 

イ．観光まちづくり分野 

設備投資支援、社会基盤・生産基盤整備等による事業環境整備、人材育成・確保、専

門家派遣、観光コンテンツ開発、ハード・ソフト両面の受入体制の整備、マーケティン

グ・ＰＲ等の支援施策を実施する予定。 

 

（３）情報処理の促進のための環境の整備(公共データの民間公開に関する事項) 

①利用しやすいシステムの整備 

弥彦村が公開しているオープンデータについて、事業者や村民のニーズに合ったデータ

項目の追加や利用しやすいシステムを整備する。 

 

②産業を支援する環境の整備 

促進事業を支援する補助金や助成等の情報についてインターネットで公表するなど情

報を必要とする者が容易に閲覧できる環境を整備する。 

 

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 

地域未来投資促進法第 15 条に基づく事業者からの事業環境の提案、その他事業者の抱え

る課題等に対応するため、弥彦村観光商工課内に相談窓口を設置する。 

 

（５）その他の事業環境整備に関する事項 

①事業開始後の継続的支援(フォローアップ) 

拠点整備や設備投資等の後も継続的に地域経済牽引事業が実施されることにより、他の

事業者等を含め、地域に波及効果がもたらせるよう、既存企業や新規誘致企業を問わず、

継続的なフォローアップを実施し、新たな課題やニーズ等に迅速に対応する。 

   

②人材育成・確保支援 

地域経済牽引事業の促進にあたっては、事業者がどのような人材を求めているかを把握

し、国の地域雇用開発のための施策の活用を図りながら、地域の教育機関等と連携して人

材の育成に努める。 
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（６）実施スケジュール 

取組事項 平成 31年度 32 年度 33 年度 34 年度 
平成 35年度 

(最終年度) 

【制度の整備】 

①不動産取得税、固定

資産税(県税)の減免

措置の創設 

議会条例提出

(想定) 

年度内実施 

運用 運用 運用 運用 

②固定資産税(市町村

税)の減免措置の創設 

議会条例提出

(想定) 

年度内実施 

運用 運用 運用 運用 

③地方創生関係施策 平成 32年度地

方創生推進交

付金申請 

(予定) 

運用 

（予定） 

運用 

（予定） 

運用 

（予定） 

運用（予定） 

【情報処理の推進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 

①システムの整備 運用 運用 運用 運用 運用 

②産業を支援する環

境の整備 

運用 運用 運用 運用 運用 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

①相談窓口 運用 運用 運用 運用 運用 

【その他】 

①事業の継続的支援 支援 支援 支援 支援 支援 

②人材育成・確保支援 支援 

 

支援 支援 支援 支援 
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７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１）支援の事業の方向性 

地域一体となった地域経済牽引事業の促進にあたっては、公設試験研究機関や産業支援

機関、商工会、大学、金融機関など地域の支援機関がそれぞれ連携を図りながら支援の効

果を高めていく。 

 

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

①公益財団法人にいがた産業創造機構 

新潟県の産業の活性化及び中小企業の発展を目的に、新規創業や新分野進出等の経営

改革、製品開発・技術開発、付加価値向上、販路開拓、経営基盤強化、人材育成、情報

提供等の幅広い支援事業を行う。 

②弥彦村観光協会 

弥彦村の観光振興のため、弥彦村とともに観光商品の企画立案などを行うことにより

村内の経済活性化支援を行う。 

③弥彦村商工会 

弥彦村の商業振興の発展を主導しており、弥彦村とともに村内の経済活性化に向けた

経営・金融などに関する相談、ターゲット市場の分析やビジネスモデルの構築等につい

ての支援を行う。 

④新潟県工業技術総合研究所 

企業の技術的な課題に対する相談や情報提供、製品開発等で必要な試験・検査・分析、

企業との共同研究や受託研究、成長分野への参入促進に向けた調査研究を行う。また、

起業化施設の整備、提供、技術支援や相談等による支援を行う。 

⑤新潟県醸造試験場 

村内には蔵元があり、伊彌彦米の日本酒や甘酒の開発を進めていることから、酒米生

産者の試料分析及び米質向上のための基礎資料の作成などを行う。 

⑥新潟県農業総合研究所 

農畜産物等の高度利用と高付加価値化を図り、消費者ニーズに即した県産品づくりを

支援するため、加工・流通の基礎研究、研究成果の普及を図る研修・講習会を実施し、

事業者への技術相談や試験研究、技術者育成のための研修受け入れを行う。 

⑦地方金融機関（地方銀行、信用金庫、信用組合など） 

創業支援、中小企業等への資金運用支援、成長分野の育成や支援、企業誘致の推進、

観光の振興などに関する企業の取組みに対しての支援を行う。 

⑧地域大学（新潟国際情報大学、新潟経営大学など） 

新潟国際情報大学と弥彦村は包括的連携協定を締結しており、人的・知的資源の交流

及び活用を目的に、「教育・文化の振興」「人材育成」「地域づくり及び産業振興」「国際

交流推進」などの連携事業を行う。また、新潟経営大学は、協働事業「大学と地域の協

働による観光活性化モデル事業」に連携して取り組む。 
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８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際して配慮すべき事項 

（１）環境の保全 

弥彦村においては、「弥彦村環境美化条例」を制定し、集落コミュニティ活動による地

域ぐるみの一斉清掃など、地域住民・事業者と行政の協働による環境づくりに取り組んで

いる。新規開発を行う場合は周辺土地利用に鑑み、可能な限り自然環境に影響を与えない

よう配慮し、環境関係法令の遵守や環境保全・環境負荷の低減に向けた十分な配慮を行い、

事業活動においては環境保全に配慮し、地域社会との調和を図っていくものとする。 

特に大規模な地域経済牽引事業を行うことになった場合には、事業活動等が住民の理解

を得られるよう、必要に応じて、企業、行政が連携して住民説明会等を実施するなど、周

辺住民の理解を求めていく。また、廃棄物の軽減・リサイクルの積極的な推進や自然エネ

ルギーの利活用等の温暖化対策について、必要な情報を提供するとともに、廃棄物の不法

投棄を許さない環境づくりのための広報啓発活動を推進し、地域における環境等に対する

規範意識の向上を目指す。 

なお、本区域は、自然公園法に規定する国定公園、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適

正化に関する法律に規定する鳥獣保護区を含むものであるため、環境保全上重要な地域内

及びこれらの区域に近接している区域での整備の実施にあたっては、自然公園内の多様な

野生動植物の生息・生育に十分配慮し、希少な野生動植物が確認された場合には、新潟県

自然環境部局と十分調整を図りつつ、専門家の意見を聴くなどして、生息に影響がないよ

う十分に配慮して行う。また、地域経済牽引事業を承認する際は、国定公園においては新

潟県自然環境部局と調整を図ることとする。 

 

（２）安全な住民生活の保全 

近年の大規模災害が発生するなか、本村では排水河川の整備が進められ、また急傾斜地

等の災害対策も進み、安全環境は増しているが災害の予防対策の充実とともに、発生の予

知が難しい地震への対応が課題となっている。「弥彦村地域防災計画」の策定、また、「弥

彦村洪水・土砂災害ハザードマップ」を全戸に配布しており、非常時に備えている防災通

信施設として、アナログ方式での防災行政無線が全村配備されている。 

地域の安全と平穏の確保は、環境保全と同様、地域の発展にとって欠かすことのできな

い要素である。犯罪及び事故のない安全で安心して暮らせる地域社会を作るため、犯罪・

事故の発生防止に向けた啓発などにより住民一人ひとりの防犯意識を高めるとともに、警

察、学校、住民、企業の積極的な連携の下、お互いに見守り合い、犯罪の起きにくい安全・

安心なまちづくりに取り組んでいく。 

また、本村における公共交通機関の利便性が限られていることから、住民生活及び観光

客等の自動車依存度は高く、通行車両が増加していることから、交通事故を防止するため、

企業の事業所付近、特に頻繁に車両が出入りする箇所や交差点等、危険性が高いと思われ

る箇所については、ミラーの設置や警備員の配置等を求めていく。 
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（３）その他 

①ＰＤＣＡ体制の整備 

毎年度の終了後、新潟県及び弥彦村により、基本計画と承認地域経済牽引事業計画に関

するレビューを実施し、効果検証及び当該事業の見直し等の検討を行い、事業計画の実効

性を高めるとともに、必要に応じて基本計画の変更等を行うこととする。 

 

 

 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本

的な事項 

（１）総論 

現時点では該当なし。今後、必要が生じた場合は、本計画の変更で対応する。 

 

（２）土地の農業上の利用との調整に関し必要な事項 

該当なし 

 

（３）市街化調整区域における土地利用の調整に関し必要な事項 

該当なし 

 

 

 

 

１０ 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から平成 35 年度末日までとする。 

 


