


【撮影者】　　宮崎泰一　大石恵美　杉沢信幸（共に富士工場夜景倶楽部所属）

　2008年に川崎で催された工場夜景ツア
ーをきっかけに、工場の夜景観賞が静かな
ブームになっています。その夜景の美しさ
は、見せるためのライトアップではない作業
用の灯のもと、夜間も稼働し続ける工場の
鼓動、夜空に漂う水蒸気などが醸し出す
雰囲気など、日常に根ざしたもの。だからこ
そ、人は惹きつけられるのかも知れません。
“昼間は見過ごしていた景色が、夜になる
と一変する”。このギャップこそ工場夜景の
醍醐味です。

　静岡県内で今注目を浴びているのは、富
士市の工場夜景です。その特長は、複数の
場所から楽しめること。他市では、埋立地な
どの臨海工業エリアに密集する工場を海上
から鑑賞するケースが多いのに対し、富士
市では川沿いの自然の中に工場が点在して
いるので、間近に見ることが可能です。田子
の浦港や岳南電車から望む光景、茶畑や桜
など四季折々の情景など、楽しめるポイントも
多彩。特筆すべきは“富士山と工場夜景の
共演”。全国唯一の絶景が待っています。

　富士山からの豊富な湧水の恵みを受け、
「紙の町」として発展してきた富士市では、
官民一体となって、工場夜景を地元の新た
な魅力として全国に発信していこうと様々
な取り組みが進行中。これから冬に向かっ
て空気が澄み渡り、富士山が冬化粧をまと
い、鑑賞するには絶好のシーズンです。あ
なたも工場夜景デビューしてみませんか。

　田子の浦みなと公園から見えるベストショット。
富士山を背景に、工場夜景、街の灯り、田子の浦
港の灯りが一望できる。　富士山に見守られるか
のように、夜空に浮かぶ工場の姿はまるで近未
来都市のよう。撮影場所［日本食品化工 富士工
場］　川沿いの堤防に咲く季節の花 と々、富士
山、工場夜景のコラボレーションは富士市ならで
は。撮影場所［日本製紙 吉永工場］　工場のあ
る町に住んでいる人たちとの新コラボ企画「工場
夜景女子」。工場で働く人による男子編も検討
中。撮影場所［岳南比奈駅］　ゴールドに輝く設
備の中を走り抜ける岳南電車。※岳南電車㈱許
可の下特別ライトアップ・撮影（立入禁止区域）
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特集

富士 工場夜景
工場夜景を楽しもう

寒い季節は、日没が早く、早い時間帯から
クリアな夜景が望める絶好のシーズン。
刻々と深まる空の色、夜空にたなびく水蒸気、
そして雪化粧した富士山・・・
ここで紹介する以外にも素敵な観賞場所があるので、
あなたの“絶景”を見つけてみてください。

2016年、富士市で
「全国工場夜景サミット」開催！

工場夜景鑑賞の心得

【撮影者】宮崎泰一

工場の敷地内や
立入禁止区域
に入らない。

おすすめの
持ち物
★足元を照らす小型ライト
★防寒グッズ
（暖かい服装、靴、手袋やカイロなど）

■夜景遺産 「岳南電車」 ■日本七大工場夜景

■取材協力 「富士工場夜景倶楽部」

鉄道本体としては初めて「日本夜景
遺産」に認定された岳南電車、最大
の魅力は鉄道そのものの夜景。暗
闇の中から浮かび上がる電車、ほの
ぼのとした灯りの駅舎、車窓から見
える昔懐かしい夜の風景が鑑賞で
きます。定期的に、車内の灯りを消
した「夜景電車」も運行中。※通常毎
月第4土曜日運行。11月は第4金曜日運
行。詳しくはHP参照

全国に先駆けて工場夜景の観光など
への活用に取り組んでいた川崎市（神
奈川県）を筆頭に、室蘭市（北海道）、
四日市市（三重県）、北九州市（福岡
県）、尼崎市（兵庫県）、周南市（山口
県）の6市に続き、富士市が加盟した
ことで「全国七大工場夜景」となって
います。

2012年に写真愛好家らで立ち上げ
た市民団体。会長の鷲見氏が富士商
工会議所青年部と連携しながらモニ
ターツアーなどを積極的に行い、富士
市の魅力を全国に発信するために官
民一体となった活動に励んでいます。
会員は男女合わせて約30名。興味
のある方はFacebookをご覧ください。

ふじのくに田子の浦みなと公園1

冬場は富士山の
見える日が多い、
おすすめの絶景ス
ポット。駐車場は
17時閉門なので
注意。

興亜工業4

白×青の煙突、青
×黄色の鉄骨が
魅力。岳南電車
比奈駅より徒歩
で移動可。

ポリプラスチックス富士工場2

富士市で一番のき
らめきを放つ工場。
新浜公園に駐車
場あり。

私有地など民家に
迷惑をかけない。

帰りの交通手段や、
駐車できる場所を
確認しておく。

反射帯を身につけ、
夜間の交通事故に
気をつける。

女性の単独や
女性同士での
行動は避ける。

2015年に県内初、全国七番目の「全国工場夜景」の加盟都市と
なった富士市。2016年12月には、工場夜景を観光資源として推進
する「全国工場夜景サミット」を開催することが決定しました。
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JR富士駅付近。
東海道線の南側
から電車と夜景の
コラボが見られる。

岳南電車比奈駅のホーム

沿線工場 夜景電車の車内

川崎市川崎市

【撮影者】鷲見隆秀



おいしい食べ物や特産品、
文化や伝統を守る職人さん
…知っているようで知らな
い地元のいろんな「色」に
フォーカスするシリーズ。

今回は、西伊豆に伝わる保存食、
「しおかつお」をめぐる
食と文化を探ってきました。

「しおかつお」とは、カツオを丸ごと塩に漬け
込み、乾燥させて作る保存食です。ルーツを
遡れば奈良時代に、原型ともいえるカツオの
塩蔵品「荒堅魚（あらかたうお）」が、朝廷に納
税品として収められた記録が残っています。
田子地区で保存食として作られるようになっ
たのは江戸時代から。こうした歴史や伝統製
法、希少性などが認められ、2014年、スロー
フード協会の味の箱舟 (ARK of Taste)に、
静岡で初めて登録されました。

田子地区の伝統ある保存食「しおかつお」

減塩志向により、塩分の高い食べ物が姿を消
していく中で、田子地区にしおかつおが受け
継がれてきた背景に、地元に根づくカツオ文
化があります。お正月に、しめ飾りにして玄関
や神棚に吊り下げ、商売繁盛や大漁、家族繁
栄などを祈願し、お正月が過ぎると、神様から
のお下がりとして、家族や仲間で焼いたり、お
茶漬けにしていただく。そんな風習を田子の
人たちは大切にしています。

地元に伝わる お正月の縁起物

「しおかつお」ができるまで

ゆでたての熱々うどんに、ふりかけ状にしたし
おかつおの焼き身、なまり節、鰹節の3種のカ
ツオと、ごま、のり、ネギをまぶし、隠し味にだ
し醤油を少量入れ、よく絡めていただきます。
トッピングの温泉たまごがまろやかな味わい
を引き出し、一層おいしさが増す一品です。

「しおかつおうどん」とは?

お話をうかがった人

★食べる前に
　混ぜるのがポイント！
取材協力◆る・れーぶ（西伊豆町安良里347-1）

西伊豆しおかつお研究会 会長

賀茂郡西伊豆町田子600-1
TEL.0558-53-0016

http://www.shiokatuo.com/

2009年7月に発足。しおかつおを使った
「西伊豆しおかつおうどん」で、まちおこし
を行う有志の会。地元の学校への出張授
業や、県内のイベント出展など、精力的に
活動中。知名度をあげるべく、2011年か
らは「B-1グランプリ」にも毎年参戦。

冷蔵も流通も発達していない頃から
の保存食なので塩分20%と確かに塩
辛いです。でもその分、旨味が凝縮して
とても美味！富士川SAなどの東名SA
や伊東マリンタウンなどの道の駅でも
販売中。ぜひ味わってみてください

　カツオの内臓を取り、中骨に切り込みを入れ、
　塩を詰める（一尾につき約2kgの塩を使用）

　塩詰めしたカツオを約2週間、
　漬け汁に漬け込む

　日陰に吊るし、
　約3週間かけて
　ゆっくり乾燥させる

しおかつおは、お正月用として期間限定で
作られています（受注生産11月～12月まで）

西伊豆と沼津・三島エリアを合わせて
約30軒のお店で、しおかつおを
使った料理が味わえます。
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カネサ鰹節商店 五代目 
芹沢安久さん



JA職員の口コミ情報

今回は…『ペットと一緒に楽しめる場所』をご紹介します。

「わが街の新名所」
あなたの街のJA職員がこっそり教えるおすすめSPOT。地元で評判のその理由、その魅力をご紹介！

※掲載データは2015年10月のものです。発行後に変更になる場合がありますので、お出かけの際には電話等で事前に確認されることをおすすめします。

◎次回は、
『職員おすすめの体験スポット』をご紹介します。お楽しみに！

JA富士宮　小岱智恵美さんおすすめ
ｂｉｋｋｅ

愛犬と一緒に食事を楽しめる、アットホーム
な雰囲気のドッグカフェです。イベントも月
ごとにあるので、愛犬を連れて、その他の愛
犬仲間とも出会えるくつろぎ空間になって
います。また、隣接する雑貨スペースには愛
犬が喜ぶウェアやおやつ等、なかなか手に
入らない雑貨も沢山あり、見ているだけで
も楽しめます。

JA富士宮 金融推進課 小岱智恵美

富士宮市大宮町11-19
TEL.0544-26-2558
（営）11：00～18：00 ※土・日・祝日11：00～20：00
定休日：火曜日、第4・5水曜日  http://dogcafe-bikke.com/

JR身延線の富士宮駅から
徒歩5分のところに

あります。駐車場もあり。
トリミングや爪切りも
お願いできますよ

JAハイナン　増田亜侑美さんおすすめ
静岡県営吉田公園

毎年、「JA農機大展示会」の会場でおなじみ
の吉田公園は、レクリエーション、自然体験
学習や憩いの場として地域の皆さんに親し
まれています。季節の花はもちろん、ハーブ
類を集めた「香りの庭」、ビオトープ池やちび
っこ広場、芝生の広場などがあります。駐車
場も広く、家族で1日楽しめる公園です。

JAハイナン 本店金融課 増田亜侑美

榛原郡吉田町川尻4036-2
TEL.0548-33-1420
園内・終日/ 第一駐車場・午後5時閉門
http://www.npo-shizuka.com/

週末は愛犬と
散歩するのが大好きです。
毎年4月になると5万本の
チューリップが咲き、
とってもきれいです

JA遠州中央　清水美玖さんおすすめ
はるの 川音の郷（かわおとのさと）

浜松市北部の豊かな自然に囲まれ、芝生の
ドッグランを併設しているので愛犬と一緒に
キャンプが楽しめます。バーベキューテラス・
入浴施設・トレーラーハウス等の設備が充実
しているので雨天でも安心。近くには秋葉
山本宮や明神峡もあり、紅葉シーズンには
カエデやケヤキなどの木々が鮮やかに染ま
ります。

JA遠州中央 春野支店 清水美玖

浜松市天竜区春野町宮川2098-1
TEL.053-985-0630
定休日：火曜日・水曜日（7月～8月は無休）
※冬季（1月～3月）は年度により変則  http://kawaoto.jp/

清流熊切川に沿った
緑豊かなキャンプ場です。 
1年を通して様々なイベント
もあるので、いろいろな
楽しみ方ができますよ

JAみっかび　石原尚典さんおすすめ
浜名湖レークサイドプラザ内 ドッグカフェ＆ドッグラン
Ｃａｆé Ｔｈｅ Ｒｏｄｈｏｓ（カフェ ザ ロードス）

ヨーロッパのカフェをイメージし、青を基調
としたゆったり過ごせるカフェです。気持ち
の良いバルコニー席や個室も完備され、シ
ェフ自慢のイタリアンを堪能できます。ワン
ちゃんメニューも充実。ドッグランも小型犬
用・全犬種用と２カ所用意され、ワンちゃんも
大満足。各種ドッグイベントを随時開催して
います。

JAみっかび 都筑支所 石原尚典

浜松市北区三ヶ日町下尾奈20０　TEL.053-524-1311 
（営）10：00～18：00（12月～4月は17：00まで）
http://www.h-lsp.com
 

浜名湖の湖畔に建つ、ペ
ットと一緒に過ごせる温泉
リゾートホテル内にありま
す。ドライブを楽しみなが
ら出かけてみてください



暮らしは、どう変わるの?
いよいよ始まるマイナンバー制度

マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに１つ、マイナンバーを割り当て、社会保障、税、災害対策の分野で
利用するもので、行政機関間の情報連携や住民サービスの向上、公平・公正な社会の実現を目指しています。

平成27年10月から、住民票のあるすべての人に、マイナンバー（12桁の個人番号）
の配布が始まりました。自宅に「通知カード」は届いたけれど、内容がよくわからない
という人も、まだ多いと思います。そこで今号では、マイナンバー制度について、私た
ちの暮らしにかかわる内容をとりあげます。

平成28年1月より、届出書類（社会保険関係書類や源泉徴収票等）への
マイナンバーの記載が必要となります。
従業員を雇用するすべての事業者の方は、利用目的を明示した上で、
従業員からマイナンバーの取得が必要です。

★法人には法人番号（13桁）が通知されます。
★他の個人情報と同様にマイナンバーの管理は厳重に！

マイナンバーを含む個人情報の収集・
保管、ファイルの作成を禁止し、
第三者機関による監視・監督のもと、
違反への罰則も強化されています。

個人情報は大丈夫?

どんな場面
で使われる？

事業者の方も
対応が必要です

※その他これらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務に利用できます。

社会保障

年金の資格取得や確認、給付
雇用保険の資格取得や確認、給付
医療保険の給付請求
福祉分野の給付、社会保障

税

税務当局に提出する申告書、
届出書、調書などに記載

災害対策

被災者生活再建支援金の給付
被災者台帳の作成事務

個人番号の漏えいや悪用などのリスクから守り、
個人情報の安心・安全を確保するために、厳しい保護措置が定められています。

制度面
個人情報を一元的に管理せずに、
分散管理を実施。行政機関間での
情報やり取りの際は符号を使用し、
システムにアクセスできる人を制限し、
通信する場合は暗号化が行われます。

システム面

社会保障、税、災害対策の分野の手続きで、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。



「個人番号カード」を使えば、住民票などの各種証明書をコ
ンビニ等で取得できるようになります。
※平成28年1月からサービス開始予定

税理士　吉川和章

国税の手続きも変わります

マイナンバー制度 スケジュール ～導入の流れ～

マイナンバーの活用法 変わる将来の暮らし
「個人番号カード」は身分証明書

平成28年から、確定申告のときに税務署へ提出する書類へ、マイナンバーの記載が求められます。

（注）法定調書の対象となる金銭の支払いを受ける者等の番号も記載する必要があります。

平成27年10月～ 平成28年1月～ 平成29年1月～ 平成30年～

●住民票の住所へ
　マイナンバーを通知

●申請者に個人番号カード
　の交付開始
●行政が、社会保障、税、
　災害対策の手続きで
　マイナンバーの利用開始
●企業が、従業員の
　マイナンバーを源泉徴収票
　に記載し、国などに提出

●専用サイト
　「マイナポータル」スタート
●行政機関の間で
　情報連携を開始

●金融機関の預金口座に
　マイナンバーを任意で登録

マイナンバーが通知されたあと、市町村に申請すると、顔写
真つきICカード「個人番号カード」の交付が受けられます。
身分証明書になるほか、健康保険証などの機能追加も検討
されています。

平成29年1月開設予定の専用サイト「マイナポータル」で、
自宅のパソコンから、年金などの各種社会保険料の支払い
状況や、自分の個人情報を確認できます。

コンビニなどで証明書が取得できる

インターネットから自分の情報記録をチェック 引越しなどの手続きがまとめてできる

将来的には、引越しの際に必要な電気や
ガスなどの住所変更を、
専用ホームページに入力する
ことで各会社に通知可能に。

BANK

個人番号
カード

氏名

住所

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■

●●●●●●●

記載対象 一般的な場合の提出時期

所得税

法人税

法定調書（注）

申請書

届出書

平成28年1月1日の属する年分
以降の申告書から

平成28年1月1日以降に開始する
事業年度に係る申告書から

平成28年1月1日以降の金銭等の
支払等に係る法定調書から

平成28年1月1日以降に
提出すべき申請書等から

（平成28年分の場合）
平成29年2月16日から3月15日まで

（平成28年12月末決算の場合）
平成29年2月28日まで

（例）平成28年分給与所得の源泉徴収票、
平成28年分特定口座年間取引報告書
⇒平成29年1月31日まで

各税法に規定する、提出すべき期限



■編集後記

〒422-8621　静岡市駿河区曲金三丁目8番1号
TEL.054-284-9666 FAX.054-284-9902
http://www.jabank-shizuoka.gr.jp

発行元　
静岡県信連JA企画推進部

応募方法

2015年12月31日（当日消印有効）
●プレゼント当選者の発表は、
　賞品の発送をもって代えさせて
　いただきます。

〒422-8621
静岡市駿河区曲金三丁目8番1号　
静岡県信連JA企画推進部　
『JAmp』プレゼント係

個人情報の
取り扱いについて　

皆様からお預かりした個人情報につきましては、『ＪＡｍｐ』誌面作成の参考、
プレゼント送付に必要な範囲でのみ利用させていただきます。
法的開示要請以外に、ご本人の同意なく第三者への提供は致しません。

宛　　先

応募締切

2015/11 第19号
今回の「工場夜景特集」、いかがでしたか。普段何気なく見ている工場が、夜になると、きら
びやかな世界に大変身。見方を変えただけで、新しい価値が生まれてくるのですね。また、
工場の煙突からは煙が出ていると思っていましたが、あれは「スチーム（水蒸気）」だったと
知ってびっくりしました。環境に対して敏感になっている近ごろは、工場周辺の環境も清潔
に保つ取り組みがされているそうです。「工場夜景が有名になって、そういった情報も広ま
ればいいね」と、鷲見さん。誇らしげに語る姿がとてもまぶしかったです。

官製ハガキに①郵便番号②住所③氏名
④年齢⑤電話番号⑥希望賞品（第１希
望・第２希望）⑦本号の感想や「こんな特
集を読みたい」というご意見を明記の上、
下記宛先までご応募ください。

今回の『JAmp』はいかがでしたか？
あなたのご意見、
ご感想をお聞かせください。

アンケートにお答えいただいた方の中から
抽選で、ご希望の商品をプレゼントします。

●JAバンク静岡ホームページでは、『JAmp』最新号をはじめ、バックナンバーもご紹介しています。トップページよりご覧ください。

見本

タイガー 
ステンレス ミニボトル
（ホワイト・ブラウン）…2名様
片手でラクラク。ワンプッシュで
開けられる水筒です。
360mlのミニサイズで、
お出かけ時にも大活躍！
（色は選べません）

オーランド ネックウォーマー…3名様
裏生地は暖かいフリースなので、寒さから首元を守ってくれます。
スポーツにも、日常のアクティビティにも使える、
便利アイテム。（色は選べません）

コンパクト 
フラッシュライト…3名様
携帯に便利な、全長約10cmのLEDライト。
小型でも明るさ充分なので、
夜道用、防災用にも使えます。

お米券2kg
…10名様

岳南電茶7000形・8000形セット
…2名様
岳南電車の箱を開けると、中からティーバッグが！！
7000形（赤）は紅茶、8000形（青）は煎茶。
茶葉はすべて富士市産です。

※キャンペーン内容につきましては、JA窓口にてお問い合わせください。  ※商品は農作物であるため、生育状況や応募状況により、ご希望に添えない場合がございます。

期間中、定期貯金をご契約の方の中から抽選で「農畜産物カタログギフト」が当たる!!

対　　　　　象 期間中、定期貯金を新規で20万円以上
　　　　　　　　お預けいただいた個人の方
抽選権付与基準 ご契約20万円ごとに抽選権を1本付与。
※抽選日以前に解約された場合、抽選権は無効となります。
※1ユニット10億円となります。

賞　　　　　品 農畜産物カタログギフト
当　選　本　数 1ユニットあたり30本

抽選・当選結果
キャンペーン期間終了後、キャンペーン事務局にて厳正
なる抽選の上、当選番号を決定し、JA窓口およびJAバ
ンク静岡ホームページにて当選番号を公表いたします。

当選者には2016年2月末までに「農畜産物カタログギフト」を送
付いたしますので、専用ハガキにより希望商品をお申込みください。

●抽選日：2016年2月1日（月）予定 
●公表日：2016年2月8日（月）以降

農畜産物カタログギフトを、
プレゼント! 詳しくはコチラ

JAバンク静岡


