
【　　　　】

静岡県の遊・食・知をお届けする情報誌

Discover 静岡色図鑑

JA職員の口コミ情報
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クラフトビール
地元食材を使ったおすすめスイーツ

話題のグランピングを静岡で！

平成28年度税制改正の概要（2）
どう変わるの ?
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　「グラマラス（魅力的な）」×「キャンピング」こと
グランピングが注目を集めています。20世紀初
頭、欧州の上流階級の人々から始まり、近年ア
メリカで火が付いたグランピングとは、ホテルのよ
うなサービスと施設を利用しながら、優雅に自然
を楽しむ新しいキャンプスタイルのこと。自分たち
でテントを張ったり、食事の準備をする必要はあ
りません。手ぶらで快適に自然を満喫する、その
贅沢さが魅力です。日本でもグランピングサイト
が続 オ々ープンし、県内にあるいくつかの施設も
話題となっています。

　「キャンプは苦手だけれど自然の中で過ごし
てみたい」というキャンプ初心者から、「普段と
は別次元のキャンプを体験してみたい」上級者
まで、楽しみ方の幅が広いグランピングの世界。
水辺にたたずむキャンプサイトや、1日1組限定
のエスケープ空間、秘密基地のようなツリーハウ
スなど、選ぶ場所によって味わえる感動もさまざ
まです。気軽に出かけて、自然の中で寝起きしな
がら、地元食材を使った豪華な食事や、そこで
しかできないアクティビティを楽しめます。誰もが
自然を好きになるひとときが待っています。

　今回訪れたのは、熱海港や伊東港から高速
船でわずか30分の離島にある初島アイランドリ
ゾート。快適なスローライフを満喫できる人気のス
ポットです。海を見下ろす小高い丘にあるテント
ヴィラは冷暖房完備の快適空間、見晴らしのい
いデッキではグリルでBBQが楽しめます。潮風に
吹かれながらハンモックに揺られたり、亜熱帯の
花が咲くアジアンガーデンを散策したり。自然と親
しむために欲しいものがすべて揃っています。身
近にグランピングスポットがある幸運を活かして、
贅沢な大人の休日を手に入れてみませんか。
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　6人まで泊まれるテントヴィラは全8棟。屋根と壁はテント
生地、床はフローリングで冷暖房完備。自然を身近に感じら
れる空間に冷蔵庫や食器、寝具も備わり睡眠も快適。　
憧れのトレーラーハウスでプライベートな時間を満喫。ベッド
にもなる応接ソファと主寝室、二段ベッドがあり6名まで宿
泊可能な贅沢空間。　1区画200㎡以上のゆったりした敷
地、専用のスペースではBBQが楽しめる。　ハンモックに揺
られながら景色を眺めたり、読書をしたり…至福のリラックス
タイム。　ガス式BBQグリルを使って快適に。夕食はシーフ
ードを楽しむ海鮮BBQ。　昼間とは違う、夜の特別な雰囲
気。テントの照明だけが灯る幻想的な美しさに。　入浴は見
晴らし抜群の露天風呂「島の湯」へ。海水を含んだミネラル
いっぱいの海泉浴は美容にも健康にもおすすめ。　南国
植物が彩るアジアンガーデンは、旅人が気ままにくつろぐ憩
いのエリア。アジアンフードやカクテル、ドリンクも楽しめる。
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特集

グランピングの楽しみ方
グランピングをどう楽しむかは人それぞれ。
「何もしない」を味わうもよし。
「何でもやってみる」を楽しむもよし。
あなたならどんなスタイルを選びますか?
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AQUA VILLAGE

●賀茂郡西伊豆町田子 （田子漁港より船で約10分）
　TEL.0558-36-4063
　OPEN 4月～12月
　http://vi l lageinc. jp/aqua/

船でしか行けない一日一組限定のプライベート
キャンプ場。大自然の中で海辺のアクティビティが
楽しめ、沈む夕陽は絶景。貸切、非日常という空間
を生かし、同窓会など集団での利用も人気で料理
のケータリングの手配、会場設営の相談も可能。

朝霧高原まかいの牧場

●富士宮市内野1327 （新東名「新富士IC」から約30分）
　TEL.0544-54-0342　
　OPEN 通年（定休日/水曜※12/1～3/20）
　https://www.makaino.com/

「日帰りグランピング」を楽しめる施設が平成28
年3月に登場。ソファやテーブル、優雅な装飾品
を備えたテント内からは富士山を一望でき、焚き
火セット付の休憩プランや富士山麓ブランド牛
のバーベキュープラン（要予約）を満喫できる。

不動の滝自然広場オートキャンプ場

●榛原郡川根本町下泉1122
　（新東名「島田金谷IC」から約40分）
　TEL.0547-56-1600　OPEN 通年（不定休）
　http://www.ffnpcs.com/

大井川の支流沿いにあるキャンプ場。ヴィラサ
イトにはノルディスクの大型テントを常設。地元
産の野菜や魚を使い、コース料理で楽しめるス
ローBBQ、ハンドドリップで淹れるコーヒー、週
末のみ営業の森の中のバーも人気。

手ぶらでOK！ 静岡県でグランピングができる場所

●熱海市初島 初島アイランドリゾート  宿泊予約・お問い合わせ TEL.0555-30-4580
 　1泊2食付 12,400円～ ※8月・1棟5～6名利用の場合 ※時期により変動有 OPEN 通年　http://www.hatsushima.jp/island/

案内してくださった方

初島アイランドリゾート

宮岡則行さん

アイランドキャンプヴィラ
初島アイランドリゾート

アジアンガーデン
入園口
（受付）

定期便乗り場

熱海港からわずか30分！
■初島航路定期船
大人（往復）2,600円
富士急マリンリゾート
TEL.0557-81-0541

手ぶらで身軽に行ける 快適テントでくつろげる

地元の食材で贅沢ディナー 自然という絶景を満喫 自然を楽しむアクティビティ

自分でテントやキャンプ道具を用意するこ
となく、設備の整った施設で快適にキャン
プが楽しめます。BBQの道具はもちろん、
肉などの食材も用意
してもらえます。

空調の整った室内は、暑さ寒さ、雨などの
天候、虫が苦手といった理由でキャンプを
敬遠していた人にも快適な空間。寝袋で
はなく寝具で、自然を感じながら穏やかな
時間を過ごせます。

夕食は、地元の食材を使ったBBQ。新鮮な
魚介類や山の幸、その土地ならではの味
覚にグルメ派も満足できるはず。お料理
のケータリングが
オーダーできる
グランピング施設も
あり。

自然という最高のロケーションに身をゆだ
ねるという贅沢。季節によって移り変わる
景色を眺めるうちに、自分が心地いい居
場所、お気に入りの
時間が見つかります。

キャンプの舞台は、海、山、川、森などの大
自然。施設が提案してくれるレジャーを楽
しむだけでなく、ただ芝でゴロゴロ過ごした
り、星空を眺めて
みたり。楽しみ方
はあなた次第です。
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WAI

今回は…『地元食材を使ったおすすめスイーツ』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！

※掲載データは平成28年7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、JA職員おすすめの
　『元気がもらえる！私のパワースポット』をご紹介します。お楽しみに！

口コミ
情報

WAI
WAI

WAI
WAI

JA三方原開拓　伊藤正江さんおすすめ
土の市直売場 「清美オレンジゼリー 三方原馬鈴薯ケーキ　
野菜蒸しパン（小松菜・トマト） 野菜ジャム 芋羊羹」

自園の清見みかんをふんだんに使った手作
りゼリーは、程よい甘さとみかんの酸味が
調和していて、くせになるおいしさ。パウン
ドケーキ、蒸しパン、野菜ジャム等は食材を
生かした優しい味で、野菜の苦手な方でも
美味しく召し上がれます。新鮮な旬の食材
を使用した限定商品も並びます。季節によ
って変わる品ぞろえをお楽しみください。

JA三方原開拓 本所 伊藤正江

浜松市北区三幸町78-5
TEL.053-436-9349　（営）9：00～18：00
http://www.ja-shizuoka.or.jp/sankai/keizai.html

野菜を使ったカラダにも
優しいスイーツを
通して、野菜の
魅力を楽しんで♪

ＪＡ大井川　浦山みなみさんおすすめ
ル・ポティロン 「いちじくのケ－キ」

知人から美味しいケーキのお店があると教
えてもらい出会ったのは、地元の新鮮ない
ちじくを使った一品。黒糖のスポンジにカス
タードクリーム、生のいちじくが表面全体に
乗っていて見た目も鮮やかで酸味も程よく
とっても美味しいケーキです。店内には喫茶
室もあり、外観もとても素敵なお店です。

ＪＡ大井川 青島支店 浦山みなみ

藤枝市前島2-15-6
TEL.054-636-2007
（営）10：00～19：00　喫茶室LO.18：30　定休日：木曜日
http://blog.livedoor.jp/le_potiron/

喫茶室では
ケーキはもちろん、

パフェやアイスクリームも
楽しめます

ＪＡ富士市　酒井瑞季さんおすすめ
富士山 森のキッチン 「シフォンケーキ ブルーベリーソース添え
シフォンケーキ いちじくソース添え いちじくのアイスティー」

夜景スポットで有名な岩本山公園内にある
お店です。地元で栽培されているブルーベ
リーやいちじくの色鮮やかなジャムが添えら
れたシフォンケーキと、店外に広がる四季折
々の自然のインテリアが、目と食感を楽しま
せてくれます。地元素材をふんだんに使用し
たスイーツはぜひテラス席で。富士市を一望
できる景色と一緒にお召し上がりください。

JA富士市 岩松支店 酒井瑞季

富士市岩本1605　TEL.0545-60-7788
（営）11：00～14：00（ランチ）15：00～20：30（喫茶）LO.20：00
定休日：水曜日　http://www.izm3.jp/morikichi/

岩本山
ブルーベリー農園の
いちじくジャムも
購入できますよ

JAあいら伊豆　安立妃里さんおすすめ
レマンの森 「ぐり抹茶バウム」

緑に囲まれた閑静な別荘地内の一角に佇
んでいるオシャレな洋風菓子屋さん。地元
食材を使ったスイーツが人気のお店です。
伊東市内産の米(米粉)を使用した人気商品
「This IZU BAUM」に、地元で愛飲されて
いる「ぐり茶」を使用した「ぐり抹茶バウム」
は甘さの中にお茶のほろ苦さがマッチして
います。

JAあいら伊豆 本店 安立妃里

伊東市八幡野1244-91
TEL.0557-51-8117
（営）9：00～18：00　定休日：水曜日
http://www.leman-mori.jp/index.html

プレーンタイプもあり。
ふんわり、しっとりした
おいしさです♥



自動車関係の税制自動車関係の税制
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平成28年度税制改正の概要（2）
どう変わるの?

今年度の税制改正で、私たちの家計、生活にかかわりのある
内容について、前号に引き続きご紹介します。
今回は、自動車関係の税制、所得税の医療費控除、土地住宅税制や
新たに創設されるクレジットカードによる納付についてご紹介します。

平成29年4月1日に廃止
※実質的に自動車税の環境性能割へ移行

自動車を購入した際に購入額の３％を支払う「自動車取得税」（エコカー減税）を
廃止する代わりに、燃費ごとに課税する環境性能割による自動車税が新設されました。

※取得価格を課税標準とし、免税点は50万円
※平成29年4月1日から
　平成31年3月31日の間に取得したものに適用

環境性能割の創設に伴い、平成29年4月1日より
名称を自動車税から自動車税排気量割に変更

※平成28年4月1日から
　平成29年3月31日に取得されるものに適用

平成29年4月1日より環境性能割を創設（新設）

※平成27年4月1日から
　平成28年3月31日に取得されるものに適用

内容

▲75%

▲50%

対象車

毎年４月１日の所有者に車種と
総排気量に応じて課税

自動車
取得税

自動車税
【排気量割】の
グリーン化
特例

【排気量割】

自動車税
【環境性能割】

電気自動車等

H27年度燃費基準＋20%
（H32年度燃費基準達成）

H27年度燃費基準＋20%
（H32年度燃費基準未達成）

H27年度燃費基準＋10%

内容

▲75%

▲50%

対象車

電気自動車等

H32年度燃費基準＋10%

H27年度燃費基準＋20%

内容

非課税

1.0%

2.0%

3.0%

対象車

電気自動車等

H32年度燃費基準＋10%

H32年度燃費基準

H27年度燃費基準＋10%

上記以外

【原則】取得価格の3%が課税される
【エコカー減税】

※平成27年4月1日から平成29年3月31日に
　取得されるものに適用
※免税点は15万円
　（平成30年3月31日までの取得の場合50万円）

内容

非課税

▲80%

▲60%

▲40%

▲20%

対象車

電気自動車等

H32年度燃費基準＋20%

H32年度燃費基準＋10%

H32年度燃費基準

H27年度燃費基準＋10%

H27年度燃費基準＋5%

改正後改正前

自動車関係の税制
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その他その他

土地住宅税制土地住宅税制

個人所得課税個人所得課税

スイッチOTC薬とは?
医師の判断でしか使用できなかった医薬品を、薬局で買えるようにしたもので、
医療薬から市販薬にスイッチされたということから「スイッチＯＴＣ薬」といいます。
ＯＴＣとは「Over The Counter」の略で、薬局のカウンター越しに対面販売で売られる市販薬を指します。

医療費控除の特例

農地保有に係る課税の強化・軽減

クレジットカード納付制度

セルフメディケーション（自主服薬）推進のための
スイッチＯＴＣ薬控除が新設されました。

※平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に購入した対価について適用

2.農地中間管理事業に係る課税の軽減1.遊休農地の課税強化 ※平成29年度より適用
（1）適用対象
　  農業委員会による農地中間管理機構の取得に関する
　  協議の勧告を受けた農地
（2）評価方法
　  農地評価において、正常売買価格に
　  乗じられている0.55の割合を適用しない
　  ※1÷0.55とすると、これまでの
　　　約1.8倍の課税となります

（1）10a（1,000㎡）以上の所有するすべての農地に
　   農地中間管理事業のための賃借権等を新たに設定した場合
　   ※平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間
（2）賃借権等の設定期間
　   ①10年以上15年未満・・・課税標準を3年間2分の1とする
　   ②15年以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・課税標準を5年間2分の1とする

国税の納付手段の多様化を図る観点から、
納税者がインターネットを利用したクレジットカードによる納付が可能となります。

※平成29年1月4日以降に国税の納付を委託する場合について適用

遊休農地の解消、農地の効率的な利用の促進を図るため、農地保有に係る固定資産税の課税が強化・軽減されます。

改正後

54万円

19万円

16万円

改正前

52万円

17万円

16万円

課税区分

※平成28年度以降について適用

国民健康保険税は、1世帯の年間の保険税の上限額（課税限度額）が決まっています。
平成28年度分からは、医療給付費分と後期高齢者支援金分の課税限度額がそれぞれ引き上げられました。

医療給付費分　　　　課税限度額

後期高齢者支援金分　課税限度額

介護納付金分　　　　課税限度額

適切な健康管理を行う納税者またはその配偶者や子のため、一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合で、
実質負担額が12,000円を超えるとき、その超えた金額が所得控除の対象となります。
（ただし控除限度額の上限は88,000円となります）

CREDIT CARD

000 000 000 000

CREDIT CARD
000 000 000 000

国民健康保険の課税限度額の引上げ

※現行の医療費控除とは選択適用

※クレジットカードの利用手数料は、現行の地方税の取扱いと同様、納税者の負担となります。



■編集後記

〒422-8621　静岡市駿河区曲金三丁目8番1号
TEL.054-286-0099 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

平成28年9月30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

H28/8 第22号
今回の色図鑑は今の季節にぴったりの「クラフトビール」でした。取材した「風の谷のビー
ル」の由来は、富士山と箱根山、二つの山からの風が流れる場所で作られたビールだから
だそうです。その名の通り、さわやかな風を感じるような飲み口。熱処理やフィルター処理
を行っていないので活きた酵母がそのまま残っており、酵母の味と香りが楽しめる風味豊
かなビールでした。函南町の「酪農王国オラッチェ」には、「風の谷のビール」の他にも、県
内のクラフトビールが集まったビールコーナーがあります。醸造所ごとにビールを購入し
て、ご自宅で飲み比べを楽しんでみてはいかがですか。

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。

ご応募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。

見本お米券2kg
…10名様

E

LEDストームランタン
…1名様
キャンプがおしゃれな
雰囲気に大変身！
オイルランタン型の
LEDランプ。
後ろのスイッチで
明るさを自由に調節可能。

A

真空断熱 ビールタンブラー…3名様
真空断熱構造だから、ビールの温度を長時間保ちます。
泡立ちもよく、結露しないのもうれしいポイント。
ビールをおいしく飲みたい方へ。

B

伊豆海塩エステ石けん
6個セット…3名様
伊豆大島の深層海水からできた、
天然ミネラルたっぷりの洗顔石けん。
さっぱりとした洗い心地が魅力です。
種類は海塩、緑茶、海藻、
はちみつ、炭の5種類。

C

虫ブロックタオル（青・赤・緑）
&アロマバンドセット…3名様
タオルは防虫素材を配合した綿100％。
アロマバンドはシトロネラの
さわやかな香り。
アウトドアやガーデニングに
最適な虫よけセット。
※タオルの色は選べません。

D

今よりもっと輝く！今よりもっと輝く！

第1部

主催お問い
合わせ

お申込み締切お申込み方法

西部
地区

中部
地区

東部
地区

第2部

JAバンク静岡の
セカンドライフセミナー
JAバンク静岡の
セカンドライフセミナー

ファイナンシャルプランナーによる
「まだ間に合う！充実したセカンドライフに必要なお金の話」
『ごちそうカントリー』スペシャルトークショー

「おいしく！楽しく生きるための秘訣」 出演者：
國本良博
名倉由桂
杉岡沙絵子

出演者：
國本良博
名倉由桂
杉岡沙絵子参加者全員に静岡県産の農産物をプレゼント

※出演者は変更になる場合があります。

10/9
会場／アクトシティ浜松31会議室
13：00開場13：30開演16：00終了予定

会場／プラサヴェルデ コンベンションホールA
13：00開場13：30開演16：00終了予定

11/6
会場／グランシップ11F ホール風
13：00開場13：30開演16：00終了予定

11/27
Webからお申し込みください。

●ご本人1名様＋ご同行者1名様の合計2名様までご応募いただけます。 ※お客様の個人情報は講演日の抽選ならびにJAからのお知らせを使用目的とし、
静岡県信用農業協同組合連合会にて適切に管理いたします。

平成28年8月27日（土）まで
当選発表は開催日の約1ヶ月前までにご招待ハガキの発送をもって代えさせていただきます。
なお、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

JAバンク静岡 
セカンドライフセミナー事務局
（株）SDTエンタープライズ内

TEL.054-285-9532 
担当：伊豆川・馬屋原 （土・日・祝を除く9：30～17：00）

共催

静岡県にお住ま
いの50代の方

各地区100組2
00名様

無料ご招待！
司会／久保ひとみ司会／久保ひとみ

http://www.jabank.info/

日 日 日


