
（様式第３号）                  
平成３０年１１月１９日  

議員視察報告書  
赤穂市議会 
議 長  瓢  敏 雄 様 

派遣議員氏名   釣   昭 彦    奥 藤 隆 裕    瓢   敏 雄    山 田 昌 弘    西 川 浩 司    
下記のとおり、行政視察に参加しましたので、報告します。  

記 

 

１．実 施 日  平成３０年１１月５日（月）～１１月７日（水）３日間  
２．調査市及び主な調査項目   （１）山形県天童市（平成３０年１１月５日（月）） 

ふるさと納税について  
（２）山形県庄内町（平成３０年１１月６日（火）） 

街の第三セクター「イグゼあまるめ」について  
（３）山形県東根市（平成３０年１１月７日（水）） 

まなびあテラス・図書館について   認定新規就農者制度について          



山形県天童市 平成３０年１１月５日（月）１４：１５～１６：００ 

 

【目的】 

山形県天童市は毎年、「ふるさと納税」ランキング上位を占め、年間約３０億円の納税が

されている為、その手法等を教授していただきたく視察に赴いた。 

 

【視察内容】 

・組織体制としては平成２８年度までは市長公室が担当していたが、平成２９年４月から

は総務部ふるさと納税推進室を新設し（正職４名、臨時２名）、事業を行っている。 

・平成２５年度までの取組みは、返礼は無く、簡易な礼状で済まして、天童市にゆかりの

ある方のみパンフレットを送付。ホームページも文面のみで、申し込みは低迷し、県下

１３市で最下位になる年もあったとのこと。 

・平成２６年度からは特産品返礼の制度設計を行い、天童市の認知度の向上と地場産業の

振興の為、市外からの寄付者を対象に天童市の特産品を返礼するようになった。 

・天童市の特産品は①将棋駒、②農産物、農産物加工品（米・サクランボ・ラフランス、、

洋ナシ・桃・ブドウ・リンゴ）、③地酒及びワイン、④温泉利用券、⑤木工製品（天童木

工・日本で最初に積層材を利用した家具）、⑥お菓子、ちなみに家電製品は不可とした。 

・天童市の特産品の要件としては、天童市内で生産された原材料を使用し、天童市内で製

造したもの→天童産のモノだけを提供している。 

・特産品の選定に当たっては天童市の強みを最大限にＰＲする。①将棋駒の生産量は全国

シェア１位。②ラ・フランス生産量全国シェア１位。③サクランボ生産量全国シェア２

位。④桃・ぶどう生産量は県内２位で、平成２９年当初は２８９点、３２事業所からの

提供で平成３０年度は３８２点で３０事業所となった。 

・天童市の特産品には＋αとして、将棋のまち天童のＰＲが目的で、特産品に加え将棋駒

のストラップや３月のライオン限定ノベルティ（地元で有名なマンガ）、天童産お楽しみ

セットを消費物である特産品に加え、寄付の思い出が残る物をプレゼントしている。 

 

・特産品を返礼品とした後の状況は、平成２６年度は寄付件数は５８，２８９件、寄付額

７８０，８７４，５８２円で全国５位となり、その後、平成２８年度は寄付件数２０１，

９２５件、寄付金額３，３５７，５４８，５５４円で全国９位となり、総務省の返礼品

限度額を寄付額の３割程度とされた平成２９年度の寄付件数は１７２，２８４件、寄付

額２，８９９，４５８，８３７円で全国１４位となっている。 

 

・平成２６年度に過去２番の大規模な降雹
ひょう

で、リンゴやラ・フランスを中心に被害総額が

約１０億円となり、正規ルートでは出荷不可となった。出荷に適さないものは、安価な

買取価格でジュース等の加工品へ回されるが、天童市ではふるさと納税を活用し、農家

を支援出来ないかと検討し、ヒョウ害を受けたリンゴとラ・フランスの提供をいただき

平成２６年９月から、寄付金の返礼品として活用した。ネーミングを「好ひょうＥＫＢ

（え・く・ぼ）リンゴ（ラ・フランス）」とし、申し込み件数も、６，８２９件受ける。 



・平成２７年度の取組み 

①障がい者の自立と就業の機会の確保（ラ・フランスデザート＆コーヒーセット、天童

市特産の洋ナシを加工したデザートと障がい者福祉施設で焙煎したコーヒーの提供） 

②東日本大震災の被災地の支援（友好都市・宮城県多賀城市の復興支援で多賀城産のひ

とめぼれの酒米を１００％使用し、１本につき１００円を多賀城市に寄付） 

③ホームタウンの推進（サッカーチーム「モンテディオ山形」チケット等やホームタウ

ンとしての支援、観光誘客の促進） 

④体験型特産品の提供（特産品のもぎ取体験チケット、観光誘客の促進） 

⇒支援の輪を拡大する取組・観光誘客を促進する取組に積極的に支援をしている。 

 

・平成２８年度の取組み 

①将棋ファン／天童ファンの創出では人気マンガから将棋ファン（３月のライオンの限

定ノベルティ・３月のライオンのパッケージ） 

②将棋ファン・天童ファンの創出ではふるさと納税以外でも観光誘客スタンプラリー 

③新たな飾り駒の開発（世界的デザイナーと世界的家具メーカーで将棋文化を世界へ） 

④天童市独自のふるさと納税専用ホームページ「特設サイト」を開設。トップページの

動画で天童市の魅力をＰＲしている。 

⑤返礼品配送時に知り合いやご近所さん向けのおすそ分け袋を提供し、口コミによる新

規ファンの獲得を狙っている。 

 

・平成２９年度の取組み 

①特産品の品質の統一化と底上げでは、目揃え会の実施でメインの特産品である季節の

果物の出荷時に目で見ることによる事業所間の意識統一⇒不良品の検品 

②目利き人による検品により果物の傷みを発見し、良質の果物等の返礼品とする。 

③事業所間ミーティングの実施⇒季節の果物の出荷前に実施でクレームの未然防止  季節の果物は６月にサクランボ、８月は桃と傷み易いので検品が必要となった。 

④「将棋のまち」の推進⇒伝統工芸品「天童将棋駒」のＰＲ→ＰＲ動画の作成。Ｙｏｕ

Ｔｕｂｅにアップロード。市のホームページ、ふるさとチョイス等に掲載 

⑤「マンガ ３月のライオン」とのコラボレーション・限定ノベルティ第２弾、ランチ
セット、将棋ニューストラップ→観光パンフレットを「３月のライオン」バージョン

で作成。 

⑥包装紙のデザインの統一化→特設サイトのイメージに合わせた統一デザインとする。 

 

【課題】 

①特産品としての選定基準→「産業の振興」と「市の認知度と好感度の向上」 

②事業所間の調整→広く生産者に行き渡る仕組みの構築。重複する特産品の応募に対す

る対応。 

③返礼品の苦情対応→事業所間での情報共有し対応をお願いしている。 

 

 



【質疑】 

Ｑ．天童市のふるさと納税での目標はどの様にしているのか？ 

Ａ．市として予算は２０００万円から３０００万円程度を計上するが、年々増加してい

る。歳入の予算を２０億計上するが平成２７年度は約３２億円となり、補正予算を

計上した。１事業所の売り上げも約２０００万円を超えることがあり、役所として

も喜んでいるし、生産者も喜んでいる。 

Ｑ．説明ではリピーターが多いと伺ったがその要因は？ 

Ａ．果物等は品質も良く、贈答用としても多くなった。返礼品が良い商品であれば、必

ず継続して、ふるさと納税をして頂いている。たまに、果物等で傷んでいるとの連

絡対応を素早く行う事で、受け取られる方の満足を得られていると考えている。 

Ｑ．天童市にふるさと納税の視察をするので、返礼品等を拝見したが、その中で、１万

円のふるさと納税を行えば、５千円相当のサクランボが返礼品で貰えるとあるが、

総務大臣が提言する返礼品は３割程度とあるが、超えるのではないか。 

Ａ．平成２６年度から平成２８年度は１万円のふるさと納税で５千円程度の返礼品をし

てた。総務大臣の提言後は１万円のふるさと納税ではサクランボの返礼品は７００

ｇとしている。生産者からもサービスで提供してくれている。返礼品の３割は守り

たい。 

Ｑ．ふるさと納税サイトの事業所のふるさとチョイスとの関係は 

Ａ．ふるさとチョイスに登録はしているが、一番安価な費用で提供して頂いている。天

童市独自のふるさと納税専用ホームページ「特設サイト」を開設。トップページの

動画で天童市の魅力をＰＲしている。その効果が大きい。返礼品の種類の多さも魅

力となっている。 

 

 

【所感】 

・ふるさと納税を予算として計上している。ふるさと納税推進室を設置し、活発な取り組

みをされ、積極的にふるさと納税を集めている。返礼品の種類も多くあり、工夫がされ

ていると感じた。参考になる取り組みで、当市においても、ふるさと納税の意義につい

て検討する必要があると感じた。 

・平成２０年度からふるさと納税を始めたが、返礼品もなく、御礼状のみの事業が、平成

２６年度に返礼品を始めた途端、７億８千万円ほどの寄付金額となっている。２９年度

までの３年間は各年、約２８億円以上となっていた。特産品の選定や寄付の思い出が残

るものを特産品プラスαのプレゼントをするなど、手法も違った事業であった。また、

天童市の認知度等寄付者へのアンケート結果を踏まえ取り組まれ、リピート率も高い水

準を現在もキープされている。 

・市内北部を中心とした大規模な降雹
ひょう

被害にも、ふるさと納税を活用し農家を支援してい

る。ひょう害リンゴ、ひょう害ラ・フランスを使用したジュース等加工品としてサポー

トされている。ふるさと納税を活用して、産業振興、環境整備、スポーツと文化の振興、

高齢者福祉、景観保全、地域振興と交流を行い６つの事業に活用されている。 



 規模が赤穂市と違うが、街の活性化として、市の認知度と好感度の向上の取組みは、参
考にすべきものだと感じた。 

・ふるさと納税の返礼品の多さにも驚いたが、内容が充実され、リピート率の向上の努力

が伺えた。返礼品プラスαのおすそ分け袋で近所の方にもプレゼントは、考えにも浮か

ばない発想で驚いた。 

 

【説明員】 

・天童市議会 議長 赤塚幸一郎 

・天童市議会 議会事務局 調査係 係長 蜂谷幸太 

・天童市 総務部 ふるさと納税推進室長 熊澤輝                               



山形県庄内町 平成３０年１１月６日（火） １０：００～１２：００ 

 

【視察目的】 

赤穂市では第三セクター（プラット赤穂）が過去に破綻し、膨大なる債務を負う事に

なった経緯がある。山形県庄内町で第三セクター施設「イグゼあまるめ」が黒字で運営

されている事を知り、その経緯並びに手法を学びに伺った。 

 

【視察内容】 

視察先「イグゼあまるめ（以前はＪＡの米倉庫を改装）」ＪＲ余目駅前で徒歩数秒 

・街の第３セクター「イグゼあまるめ」に移動し、庄内町副議長 石川保様から、歓迎
のあいさつを受ける。平成１７年に平成の大合併により２つの町が合併。庄内町は庄

内平野の中にあり、非常に風が強く風車が多く設置されている。ふるさと納税は平成

３０年度から総務省からの返礼品を３０％程度とする指示を受けながら、平成２９年

度は１０億円を突破出来た事は喜ばしいと述べられた。 

町役場も古く建て替えの工事に着手計画が進めてられている。 

平成３０年６月に町議選が行われたが、定数１６名で事前の説明会には１７名、参加

されたが、選挙には１５名となり定数割れとなった。議員報酬が２１５，０００円と

他市に比べると低い為か。 

議員定数削減の意見が無かった為、現在１５名で行い、追加で議員選挙を行う予定。

現在の議員平均年齢は６０歳程度で、若い方の希望は少ないのが現状。報酬審議会で

検討されるが現状定数の１６名となった。 

 

１．「イグゼあまるめ」の責任者・渡部菜穂子様から内容説明を受ける。 

まず、「イグゼ」の言葉の意味は、ＥＸＥ（イグゼ）のコンピューター用語でＥＸＥは

「起動」と「行こう！」と起動をかけて命名されました。庄内町となる前の町が余目

（あまるめ）を使用した平成１６年度、平成１７年１月１７日に「株式会社イグゼあ

まるめ」→（第三セクター方式）で設立され誕生、オープンとなる。 

当時、駅の中にキオスクがあったが撤退する方向となった。駅員が居るものの、日中

での駅を利用する人が少ない。 

 

・「イグゼあまるめ」の事業内容 

①アンテナショップ「あまるめホッとホーム」は余目駅のキオスクが廃止となること

が決まったため、町の顔である余目駅の売店を改装し、ＪＲと賃貸借契約を結び、

町内の農畜産物や工芸、オール庄内の特産物を扱う店として完成。現在は町の観光

案内所として受託を受けながら、情報発信に努めている。 

②温水プール「アクア庄内」はＪＡが運営していたが、会員数減を受け廃業。町民２

０００人の署名が町に提出された事が発端で、農協から賃貸借により運営を「イグ

ゼあまるめ」が引き継ぐ。屋内プールの為、利用者も増えて来ている。 

③「イグゼ便利便（宅配）」は買い物弱者対策で、町内商店と消費者を宅配でつなぐ仕

組みで構築。 



「イグゼあまるめ」が注文に応じて各商店から必要な商品をピックアップするお

買い物代行サービスを行う。高齢者の安否確認や話し相手、へき地の買い物対応、

青パト加盟による防犯活動を行い、手数料１件当たり５００円であったが、細長

い町なので１日に１０件行う事が難しく、事業化できずに廃止となった。 

その代わりにシルバー人材センターに、同等の方法で実施していただいている。 

④現在の議会事務局長・小林裕之様が「イグゼあまるめ」平成１６年度当時の担当

であった。当時、米蔵２つを「イグゼあまるめ」として進めるが、議会で否決さ

れ、１／２で運営を開始。運営が成功すれば検討するとのことであったが、現在

の運営となっている。町の当初予算は０円で、公共施設の運営で０円は過去にも

なかった。現在は６次産業推進室等を造り、賃貸で貸している。多くの企業が利

用され、独自の商品を造り販売に至っている。 

大きく変わったのは「ふるさと応援寄付金」で商品企画から物流まで幅広く関わ

り、庄内町への寄付額が１０億円を超え、町内からの商品購入を通じて、地域の

活性化にもなっている。 

開設後、３０％の民間出資でおこなうが、取締役会でレストラン約４０席設ける

ことに、反対意見があったが、客席部分は何でも使用できるものとされ、レスト

ラン部分の厨房部分が月額６万円で、パン屋部分月額２万円で貸している。レス

トランでの料理において、庄内町出身の奥田政行（イタリアン）シェフの監修で

行ったので、高目の設定となったので、経営が難しかった。近隣の住民からは高

かったので支持を得る事が出来ないので、オール庄内商品で安めで提供するよう

にした為、地元の方も利用されるようになった。 

⑤役員・職員数では取締役１０名で監査２名、職員は５４名で庄内町在住が４３名

で残りが町外からで社長は酒屋で、運営は殆どを渡部菜穂子さんに任せている。 

職員のほとんどは女性が多い。これは、報酬が低いのが原因（報酬は月額１５万

円程度）。男性ではやっていけない為との事。 

株主は庄内町商工会・農業協同組合・庄内町民・庄内町内企業等で運営。毎月１

回の取締役会、年１回の株主総会を行っている。 

 

２．質疑 

Ｑ．庄内町でのふるさと納税の仕組みはどうか 

Ａ．当初は年間数万円で１か月に２～３点程度の注文であったが、庄内平野地域の自治

体のふるさと納税が多くなってきた。返礼品を庄内町の商店から全て行い。→「イ

グゼあまるめ」が全てを受け付けし、役場に売っている。８割の返礼品は庄内米で

行い、４回程度に分けて送っている事が、リピーター増に繋がっていると思われる。

お米は地元で購入するには重量も重いので、４回に分ける事で評判が良い。 

Ｑ．返礼品を個人商店が扱うことがあるのか 

Ａ．ほとんどは、役場が業者に依頼し、配送を行って頂いている。アイデア次第でリピ

ーターが多くなった。庄内町で生産された物を返礼品としている 

Ｑ．市外、県外に出た町民への周知はどうか 

Ａ．関東地方の東京でも庄内会を行い周知に努めている。返礼品のカタログ等を渡して



いる。何人かはふるさと納税をして頂いている。庄内地方には果樹園等が多く、返

礼品として配送を行っているので、産業活性化にもなって、庄内町では喜んでいる。 

 

【所感】 

・第三セクター「イグゼあまるめ」は産直売店、レストラン、プール等多くの事業を実

施されている。中には撤退、休止した事業もあるが、積極的な事業の取り組みで経営

の安定を図っている。施設内には農産物の加工、販売まで、一貫して行う新産業創造

館を整備されており、６次産業化の推進拠点としている。利益を上げる為、施設を十

分に活用されていると感じた。当市における三セクの運営方法を検討する参考になる

と考えた。 

・中心市街地における商業運営管理機関として、設立された第三セクター施設。１５期

を向えているが、４年間程度はなかなか難しい経営状況だったようで、地域の事情、

少子高齢化に伴い買い物弱者対策で宅配事業を展開するも課題が多く取り止め、シル

バー人材センターに移行してもらっている。 

各種事業の民間人のアイデアや町民、商業者、商工会の関係機関が三位一体となった

まちづくりを推進する為に、民間のコーディネートを採用して中心市街地の活性化事

業の企画立案、調整を担い、黒字化にしてきている。 

・「イグゼあまるめ」庄内町物産館は、ＪＡの米倉庫を改装し、天井が高く開放的な空間

で地場産品の食材を堪能できるレストランと、米、野菜、山菜の産直、庄内町のお土

産、６次産業化共同利用工場で作った加工品と人が行き交い賑わいあふれる魅力のあ

る施設とまちづくりに対する熱い思いを感じた。   赤穂市も個性や地域性豊かなまちづくりを進める為に、指定管理者、市民、商業者と
行政が一体となって行う事業展開が必要と感じた。 

・「イグゼあまるめ」は運営の為の努力がひしひしと感じた。人件費の削減の為に男性職

員にすれば、そこそこの金額になる為、女性職員、女性のパート等、女性主体の運用

に感動した。やる気があれば女性でも大丈夫と感じた。頑張って頂きたい。 

 

説明員・対応職員等 

・庄内町会計室 会計管理者兼会計室長 齋藤渉様 

・庄内町 阿部金彦副町長 

・庄内町議会 副議長 石川保 

・(株)イグゼあまるめ 次長兼物産販売統括マネージャー 渡部菜穂子         



山形県東根市 平成３０年１１月７日（水） １０：００～１２：００ 

 

【視察目的】 

・農産物業者が減少する中で、減少も無く増加となっている東根市の農業者の実態や今

後の状況を伺った。 

・指定管理者制度での図書館「まなびあテラス」の運用や運営でも、休館日も月２日で

開設している実情を伺った。 

 

【視察内容】 

１．認定新規就農者制度について（実績、今後の方向） 

・現在の農業の状況    東根市の敷地総面積は２０６．９４Ｋ㎡、耕地面積は２７．１Ｋ㎡    ［田：１０．８Ｋ㎡、樹園地：１３．８Ｋ㎡、畑：２．５Ｋ㎡］ 

東根市の農産物：米、さくらんぼ、ラ・フランス、ぶどう、桃 

農家の利益：ほとんどの農家で利益が上がっている。 

農業就農者人口は３，２４２名、６５歳以上は１，９４７名で全体の６割を超えて

いるが、高齢化や後継者不足で減少していたが、近年では専業農家は１１．５％増

加し、５４０戸となっている。 

平成２９年度の新規就農者数は１５人で過去５カ年の平均を見ても、１４．８人と

なり、新たな農業労働力、農業の担い手の確保がされている。 

・新規就農者 

①新規就農者の経営規模は約５０ａから営農（平成２９年度からは３０ａに変更）

営農類型は露地果樹が主となっている。（さくらんぼの品評会で１箱、３０万円と

なり、今後期待の出来る商品となる）→ふるさと納税で拡大 

②新規就農者が果樹新植の場合、収穫可能になるのは概ね３～５年の期間を要する

為、認定期間中の支援制度が確立されている。→新規就農者が増えている 

③新規就農者の平均年齢は３３．１歳で皆さん、規模・販路拡大等を計画 

④果樹王国の農業で利益を出すには果樹でないと難しいか。 

（稲作、野菜等の新規就農の可能性があるか？） 

⑤新規就農者は露地果樹が主で、それにプラスして、水稲や野菜も取り組んでいる。

（さくらんぼで街づくりを行っている） 

・新規就農者の属性 

①親から受け継いだのは一部継承も含めば４経営体、親が農家だが別経営が１４経

営体。 

②男性：２４経営体  女性：２経営体  夫婦：１経営体 

③県外出身者は、５経営体 

④年齢は認定時２４歳から４３歳までが２７経営体で平均年齢は３３．１歳 

 

 

 



２．質疑 

Ｑ．さくらんぼ、もも、ぶどう等果樹で新しい名産品の芽はあるか 

Ａ．最近ではさくらんぼで５０円玉程度を品評会に出し、１箱３０万円の価値が出た

ので、５年後にはブランド化して販売したい。さくらんぼは露地物が一般だった

が、最近では温室化され、販売期間が延びている。さくらんぼの「佐藤錦」がブ

ランド化となり、農家も利益が上がって来ている。 

Ｑ．新規就農者の募集、告知の方法は 

Ａ．窓口やＨＰ等で制度を告知している。 

Ｑ．新規就農者には若い人が多いが、従来の農業者との関係はどうか 

Ａ．市内には若手農業者で構成された果樹研究会が各地域に存在する。地域農業者と

の交流や栽培技術の研さんに励んでおり、サポートされている。 

Ｑ．新規就農者が離農されたことはあるか 

Ａ．佐藤錦がブランド化され、利益をもたらすので、離農者はいない。 

Ｑ．耕作放棄地はあるか 

Ａ．耕作放棄地はある。農業委員及び農地利用最適化推進委員が耕作放棄地の解消に

向けて斡旋活動を行ったり、遊休農地解消対策事業で耕作放棄地の賃借について、

その農地の整備に関する費用の一部（１０ａあたり７万円を上限）を助成するこ

とで解消に努めている。 

 

【所感】 

・さくらんぼ栽培を主体に、若者の就農者が増加している事に驚いた。農産物のブラン

ド化を推進したお陰で、十分に採算がとれ、生活できるレベルになっている。 

その為の準備期間の生活支援制度（３年間）も充実しており、離農者が無かった事。

当市においても、商品のブランド化を目指し、採算の取れる農家を目指す必要がある

と感じた。 

 

 

【東根市公益文化施設、まなびあテラス】図書館 

・開館：平成２８年１１月３日 

・整備手法：ＰＦＩ方式（民間事業者のノウハウを活用して、設計、建設、維持管理、

運営を一括した発注する方式） 

・事業期間：平成２６年９月２４日～平成４８年１０月３１日 

・事業費（入札時）：６，５５４，８３７，７００円 

（内、施設設備費相当額：３，４５２，４１４，７４９円） 

・施設等の機能（内容）：図書館・美術館・市民活動支援センター・その他ではカフェ、

アートショップ・都市公園 

・図書館：ティーンズコーナーの充実（併設カフェと図書館内でつながっている。コー

ヒー等蓋つきであればＯＫ） 

・美術館：市民参加の展示から、一流芸術作品展・アトリエを備え、創作活動の場を提

供。ワークショップなど市民参加型企画の開催が多数 



・市民活動支援センター：芸術活動団体等の情報発信をサポート、講座室、印刷機、紙

折り機、製本機などの整備。 

 

【所感】 

・市民が集える複合施設として、図書館、美術館、市民活動支援 センター棟の施設を
設置されている。施設内では、なるだけ禁止事項や規制事項を設けず、自由をコンセ

プトに運営されている。市民に開かれた施設と感じた。当市においても、このような

複合的な施設の設置を検討する必要があるのではないだろうか。 

 

【説明員】 

・東根市議会 事務局長  佐藤浩之 

・東根市議会 議長 加藤信明 

・東根市議会事務局 菅井美奈子 

・東根市 経済部 農林課 課長 菊池忠芳 

・東根市公益文化施設 まなびあテラス 総合館長 上野眞一  


