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　二ノ丸から西櫓、西ノ丸を望む。周りを畝堀、障子堀がぐるりと
囲む山中城めぐりのハイライト。西櫓は駿河湾も一望でき、西側防
御の最前線として広場には多くの北条兵が詰めていた。　山中城
のシンボル「障子堀」。途中に畝状の障壁を掘り残し、畝上から堀
底までの深さは1.8ｍほど。障壁が衝立障子のようであること、障
壁が二列に並ぶ光景からこの名がついたとされる。　障壁が一列
の「畝堀」。現在のように芝は張られず、関東ローム層の土は滑り
やすいため、甲冑などで重装備の兵士が一度落ちれば、素手でよ
じ登ることは困難。また畝は平坦ではなく歩きにくかった。　取材
時に修復中だった岱崎出丸・一ノ堀。堀や土塁などの遺構は風化
を避けるため「盛土＋張芝」で保護され、定期的な整備改修を行う
ことで大切な遺産は維持されている。　北ノ丸は大規模な空堀で
囲まれており、よく見ると畝堀の跡が見られる。400年の時を経て、
土中に眠る遺構の発掘が予定されている。

　近年、天守も石垣もない戦国時代の山城
が注目され、歴史マニアだけでなくトレッキン
グブームも重なって、山城を目指す人が増え
ています。伊豆・駿河・遠江の三国が合併し
てできた静岡県には、武田氏、今川氏、徳川
氏、後北条氏、さらには豊臣配下の武将達ら
が築いた多くの城跡が各地に残され、県内
をめぐるだけでも様々な遺構に出会えるのが
魅力です。今回は、山城ファン憧れの城の一
つ、障子堀が見られることで名高い山中城を
訪ねました。

　山中城歩きで、誰もが目を奪われるのは、ワッフ
ルのように地面に穴が掘られた障子堀。その美し
い景観とは裏腹に、当時は滑りやすい赤土が剥
き出しで、一度落ちたら這い上がれず、上から攻
撃されるという恐ろしい仕掛けでした。特に、西ノ
丸の物見台や西櫓から眺める障子堀が圧巻で、
富士山や駿河湾を一望できる、素晴らしい景観
が広がっています。石を使わず土だけで造られた
全国的にも珍しい山中城は、紅葉など四季折々
の自然観賞も楽しめます。家族連れにもおすすめ
の場所へ、この秋出かけてみませんか。

　山中城は、後北条氏の本拠地である小田原
を守るため、「天下の険」といわれた箱根の地
形を活かし、山の尾根やV字状の渓谷を取り入
れて築いた「境目の城」です。街道を城内に取り
込み、人の出入りを監視できるように設計され、
小田原城を守る関所として機能する軍事的、戦
闘的な拠点でした。豊臣軍との激戦で落城後、
400年間も埋もれていましたが、昭和48年から三
島市による発掘調査と復元整備が行われ、土
塁や障子堀、畝堀など、北条流築城技術による
遺構の数々が現代に甦っています。
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山城を知るなら、まずは歩き、楽しむことから。
城内マップを手に入れて、見どころを押さえながら、まわりましょう。
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三ノ丸堀

駐車場

岱崎出丸

二ノ丸

兵糧庫

本丸・天守台本丸・天守台

西櫓

西ノ丸

広場

箱根旧街道

山中城跡案内所・売店

物見台

山中城跡バス停
（元箱根港行）

START

一ノ堀

国道1号線

山中城跡バス停
（三島駅行）

三島市教育委員会　
郷土文化財室   
TEL.055-983-2672

●山中城跡案内所 売店　TEL.055-985-2970
［営業時間］ 10：00～16：00（冬期は営業時間が変更になる場合あり）
［定休日］ 月曜日（祭日は営業 翌日休み）

山中城の歴史

三島市教育委員会　
郷土文化財室　
寺田 光一郎さん

戦国時代の末期に北条氏が築
城した小田原城の西方防御の
拠点。全国統一を目指す豊臣
秀吉の小田原攻めに備えて大
改修が行われたが、1590年に
約7万の豊臣軍の総攻撃を受
け、4千の北条勢が防戦するも、
わずか半日で落城。両軍とも多
くの戦死者を出す激戦がこの地
で繰り広げられた。

問合せ先

三島市山中新田410-4（年中無休）
［バ　ス］ 三島駅南口から約30分。東海バスオレンジシャトル
　　　　 （元箱根港行）「山中城跡」下車
［自動車］ 国道1号線を箱根方面に、三島市中心部から約25分。
　　　　 無料駐車場あり三島駅三島駅

函南駅函南駅

函南町函南町

伊豆縦貫
自動車道
伊豆縦貫
自動車道

東海道新幹線
東海道新幹線
東海道本線東海道本線
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三島スカイ
ウォーク
三島スカイ
ウォーク

山中城跡山中城跡
三島塚原I.C三島塚原I.C

伊豆箱根鉄道

伊豆箱根鉄道

田尻の池・箱井戸
山城では水の確保が生命線。馬の飲
み水用の「田尻の池」と、人の飲料水
用の「箱井戸」があった。

二ノ丸橋
堀や土塁で仕切られた曲輪をつなぐ
木橋。敵が迫った際はいつでも崩して
落すことができた。

畝堀

A　　から　　西櫓&障子堀 → 本丸 ［所要時間45分～60分］
B　　から　　西櫓&障子堀 → 本丸 → 
　　　　　　岱崎出丸→一ノ堀 ［所要時間90分～120分］
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売店で
障子堀そっくりな
ワッフルが買える！

お話を
うかがった方
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障子堀7

2 宗閑寺（山中城将の墓）
北条方だった城主松田康長、副将間
宮康俊が眠る宗閑寺。その後、豊臣
方の一柳直末が祀られた。
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山中城跡 アクセス国指定史跡

山中城は、小田原に向かう
箱根路を城内に取り込む要
所に築かれた。
落城後、江戸時代にはほぼ
同じ位置に街道が整備され、
「東海道」と呼ばれるように
なった。

城中を通る道



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。

栽培されるぶどう品種は、ヤマソーヴィニオ
ンなどの赤ワイン系5種と、シャルドネなど白
ワイン系2種。その年の気象条件で、ぶどう
の収穫量や糖度が変わるため、赤・白のワイ
ンの生産量は変動しますが、味わいとしては
フレッシュさを楽しむタイプが主流です。地元
産の良質なぶどうで作られたワインは、伊豆
のわさびや椎茸、ジビエ料理にもよく合い、ま
さに“伊豆のワイン”です。

中伊豆オリジナルワイン「志太」
グラッパは、ワインを醸造したあとに残る絞
りかす（ぶどうの皮や種）からつくる蒸留酒
で、ブランデーの一種です。シャトーの裏手
にある「ぐらっぱの丘」内の蒸留所で、ワイ
ナリーならではのオリジナルグラッパが作
られています。本場イタリアでは労働者の
代表的なお酒として知られていましたが、
近年は、食通が好むお酒として、日本でも
イタリア料理店などで親しまれています。

ワインの副産物、グラッパも製造

今回は、ぶどうの栽培から、ワイン
の醸造、販売まで行っているワイ
ナリーをご紹介します。

企業の歴史やモノづくりの現
場など、大人になった今だから
こそ、見てみたい！知りたい！
社会科見学へ。

★見学DATA
［入場料］ 無料
[営業時間] 平日 9：30～21：00　
　　　　 土日祝 9：00～21：00
　　　　 ※時期により営業時間が異なります。
　　　　 ※基本的に自由見学となります。
［お問合せ］ 中伊豆ワイナリー シャトーT.S
伊豆市下白岩1433-27 
TEL.0558-83-5111

案内してくださった方

▶ぶどう畑

ワイナリーを見学！お気に入りの1本をみつけよう

伊豆の自然に囲まれたワイナリー

韮山出身のオーナーが「好きなワインを故郷でつくり、地元に恩返しをしたい」という思いで創
業した中伊豆ワイナリー。ぶどうの栽培から醸造、瓶詰まで行うワイナリーとして、つくり手の思
いを込めたワインが生まれています。土地に適したぶどう栽培の研究はオープン前から着手し、
国内で行われているコンクールでも数々のワインが受賞しています。

ワインの製造所やコレクションセラー、ぶどう畑などを自由に見学できます。
見学後、ワインの試飲もでき、購入も可能です。

フロントで館内マップを手に入れたら、そのままワイン見学へGO！

フレッシュなワインとぶどう畑を満喫

雨除けや病害の対策など手間暇かけて育
てられたぶどう。収穫期には一つずつ、丁寧
に摘み取られていく。

▶ワイン工場

9～10月に摘房されたぶどうは工場へ。見
学通路からガラス越しに製造工程を見るこ
とができる。※未稼働日もあり

▶ヒルズワイン蔵

地下にあるワイン蔵は温度も一定。丹精込
めてつくられたワインが樽熟成庫と瓶熟成
庫で眠っている。

▶ぐらっぱの丘蒸留所

ワインの醸造工程から派生した副産物を、
希少な蒸留酒として生まれ変わらせている。

▶テイスティング

オリジナルワインが試飲できる。無料と有料
（100円から試飲できる）コーナーの2つが
あり、各種ワインが味わえる。

▶ワインショップ

中伊豆で造られたオリジナルワイン、ジュー
スやお酢、チーズなど品揃えが豊富。

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社
鈴木 聡子さん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中伊豆ワイナリーヒルズは、ワイナリーの
他にも、日帰り温泉やホテル、乗馬体験が
できる牧場があり、ご家族で楽しめる複合
施設です。ぜひ遊びにいらしてください



今回は…『何度も通いたくなるスポット』をご紹介します。
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2018年11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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

町民の憩いの場である
柿田川公園。園内は柿
田川の年中変わること
のない「わき間」を見る
ことができます。柿田川
周辺には、ショッピング
モールがあり、家族との
ショッピング後に立ち寄
ってみてはどうでしょう
か？きれいな川を見なが
らの家族との団らんは
本当にこころが休まりま
す。清水町に来られた際
にはぜひお立ち寄りくだ
さい。

ＪＡなんすん 浅田しおりさんおすすめ
柿田川公園

ＪＡなんすん 清水支店 浅田しおり

駿東郡清水町伏見71番地の7
TEL.055-981-8224

第二展望台からは、わ
き間を真上から眺め
ることができ、おすす
めです！

富士宮茶を知ってもら
いたい！という土井貴店
長やJAの想いがいっぱ
い詰まったお茶販売＆カ
フェのお店です。特にお
すすめなのが店長一押
かき氷、富士山ブルーで
す。シークヮーサーの果
肉が入っている特殊な
氷を使用しており、静岡
県内では、このお店でし
か味わえません。ぜひ一
度ご来店ください。

JA富士宮 菊入理早さんおすすめ
HARE時々OCHA（はれときどきおちゃ）

JA富士宮 金融推進課 菊入理早

静岡県富士宮市杉田1047-4
TEL.0544-29-7118
http://www.fujinomiya-cha.com/
［営］10：00～19：00　定休日：水曜日

茶農家さんたちが連
携して始めたお店で
す。かき氷は一年中楽
しめますよ

子生れ温泉は、源泉かけ
流しで加水も一切なし
の天然温泉です。週替
わりで「変わり湯」が楽し
めますし、貸切家族風呂
（有料）もご利用いただ
けます。施設内では飲食
もでき、信州から毎日取
り寄せている“生そば”
がお勧めです。ゆったり
とした時間が過ごせるた
め、日頃の疲れを癒せま
す。何度も足を運んで
みてください。

JAハイナン 鈴木雅さんおすすめ
さがら子生れ温泉会館

JAハイナン 萩間支店 鈴木雅

牧之原市西萩間672-1　TEL.0548-54-1126
http://koumareonsen.com/
［営］10：00～22：00
定休日：第2火曜日、12月31日、1月1日

「長寿の湯」「子授け
の湯」「安産の湯」とし
て親しまれている温
泉です

清流で知られる阿多古
川の近く、県道9号線沿
いにあるカネタ太田園
さん。自園自製自販を
行い「良質茶は良い茶
園から」を信条に土作り
に力を注ぎ、その味は
爽やかな香気と水色に
加え、力強いうまみがあ
ります。こだわりのおい
しいお茶をぜひご賞味
ください。

JA遠州中央 河合美雨さんおすすめ
カネタ太田園

JA遠州中央 下阿多古支店 河合美雨

浜松市天竜区西藤平36-1　TEL.053-928-0007
https://www.otaen.jp/
［営］平日9：00～19：00 土日祝日9：00～18：00
定休日：不定休

全国品評会農林水産大
臣賞など数々の受賞履
歴を持ち、世界緑茶コン
テストで最高金賞、国際
名茶品評会で世界名茶
大賞を受賞しています

地元三方原台地の農
家の真心でいっぱいの
「土の市直売場」が売
場面積を拡大し昨年
11月にリニューアル
オープンしました。店
内には地元野菜の他、
肉、魚、惣菜等、安心、
安全、新鮮な商品が盛
りだくさん！！不定期で
様々なイベントも開催
しています。ぜひ一度、
足を運んでみてくださ
い。

JA三方原開拓 溝口静江さんおすすめ
土の市 直売場

JA三方原開拓 本所 溝口静江

浜松市北区三幸町77-2
TEL.053-436-9349
http://www.ja-shizuoka.or.jp/sankai/keizai.html
［営］8：30～17：30　定休日：12月31日～1月3日

三方原台地の赤土で
育てた特産の野菜や
果物などが、新鮮でお
得に揃ってます



現行の生産緑地法が施行されてから30年となる2022年には、多くの生産緑地が制限解除さ
れる可能性があると予想されています。こうした問題や、農業従事者の減少・高齢化に対応する
ため行われた「生産緑地」に関する
税制改正について質問にお答えします。

［生産緑地法等の改正］

土地利用制限の期間は10年。10年経過後は、改めて所有者の同意のもと、
再度10年の延長が可能。
なお、死亡等の際は、「特定生産緑地」も現行制度と同様に買取り申出可能。

生産緑地の所有者は、自らの意志に基づいて、
「特定生産緑地」を指定するか否かを選択。
※指定は平成30年4月以降に開始

特定生産緑地が導入されました

生産緑地法が改正されたと聞きました。どのように変わったのですか?
また、相続税の納税猶予との関連についても教えてください。

面積要件が緩和されました
●生産緑地地区は、500㎡以上の規模の区域と定められていますが、平成29年4月
28日に都市緑地法等の一部を改正する法律が成立し、市区町村の条例により300㎡
以上に引き下げ可能となりました。
●農業者の収益性を高め、農地等の安定的な保全を図るため、生産緑地区内に許可を
受け農作物等を使用する製造・加工施設、直売所、農家レストランなどの設置が可能と
なりました。ただし施設の敷地面積合計は、生産緑地地区面積の2/10以下などの要件
があります。
（平成29年6月15日施行）

生産緑地地区の都市計画決定の告示日から30年経過後、所有者等の意向により
「特定生産緑地」として指定し、市町村への買取り申出が10年ごとに延長可能とな
りました。
（平成30年4月1日施行）

なお、特定生産緑地の指定を希望する方は、告示日から30年を経過する日までに市町村
に申出を行い指定を受ける必要があります。
特定生産緑地の指定を受けた後の繰り返し延長は、10年を経過する日までに申出を行う
必要があります。

 （平成29年、30年）

直売所

農家レストラン

2 

特定生産緑地のポイント

1 

1 

2 

平成34年には、生産緑地の
約8割、1万ha程度が指定か
ら30年を経過し、いつでも
買取り申出ができる状況と
なります（いわゆる生産緑地
の「2022年問題」）

特定生産緑地を選択しなか
った場合、税制上の優遇措置
（相続税・固定資産税）はあり
ません

新たに
「特定生産緑地」が

創設



税理士　柴原一

［生産緑地の貸付と納税猶予] 

（農林水産省の資料より）

貸付規定の作成

農地所有者

特定農地貸付法による「市民農園開設」地方公共団体または農業
協同組合の場合

貸付協定

農地所有者

特定農地貸付法による「市民農園開設」地方公共団体及び農業
協同組合以外で農地を所有している者の場合（農家等）

貸付協定
農地所有者

事業計画を
作成・提出農地所有者

［改正後］

［現状］

（平成30年改正）

生産緑地を貸し付けた場合でも、納税猶予が継続されることになったと聞いたの
ですが、詳しく教えてください。

都市農地の賃借の円滑化に関する法律等により、生産緑地地区内の農地を貸し付けた場合に、
相続税の納税猶予が継続される措置が創設されました。

都市農業者

都市農地の貸借の円滑化に関する法律による
 『認定事業計画に基づく貸付け』

都市住民に新鮮な農産物
をもっと届けたいけど、所
有者がなかなか農地を貸
してくれない

都市農地の貸借の円滑化のため、以下の措置が講じられました

都市農業者

市町村 農業委員会

使用貸借による
権利又は賃借権の設定

決定

承認

都市農地の貸借の円滑化に関する法律による
『特定都市農地貸付の用に供されるための貸付』 
※特定都市とは静岡県では静岡市、浜松市

利用者

農業委員会

［実施主体］
農地を所有
していない者

市町村

使用
収益権
の設定

使用賃借
による権利又は
賃借権の設定

承認申請

貸付規定の作成

利用者

農業委員会

地方公共団体
農業協同組合

使用収益権
の設定

所有権又は
使用収益権
の設定

承認申請

使用収益権
の設定

承認申請

貸付規定の作成

利用者

農業委員会

市町村

納税猶予の適用を受けた農地につき、農業経営の廃止や譲渡・転用等をした場合は、納税猶予は打ち切られ、納税猶予を受けていた
相続税額の全部または一部を納付しなければなりません。
しかし、今回の改正により、以下に掲げる貸付けをした生産緑地は納税猶予が継続されます。イは市民農園以外、ロ、ハ、二は市民農
園として貸付ける場合です。

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関す
る法律（特定農地貸付法）により、『地方公共団体
または農業協同組合が行う特定農地貸付けの用に
供されるための貸付』

特定農地貸付法により地方公共団体および農業協
同組合以外の者が行う特定農地貸付け（その者が
所有する農地で行うもので、一定の貸付協定を締
結しているもの）の用に供されるための貸付

特定都市農地貸付けによる「市民農園開設」地方公共団体及び
農業協同組合以外で農地を所有していない者の場合

期間の定めのある農地の賃貸借
については、都道府県知事の許
可（※）を受けた上で、期間満了の
1年前から6ヵ月前までの間に当
事者が更新しない旨の通知をし
ない限り、従前と同一の条件で更
に賃貸借をしたものとみなされる
（農地法第17条）
※都道府県知事は、賃借人の信義則違反等、限られた
場合でなければ、許可をしてはならない
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■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30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

H30/11 第31号
戦国武将が覇権を争った静岡には、掛川市の高天神城、静岡市の丸子城、伊東市の鎌田城など、
知られざる山城が多数存在します。今回特集した山中城跡は、特徴的な堀の形がはっきりと分
かるため、山城初心者にもおすすめです。美しい景色を眺めて歩くだけでも気持ち良いですが、
歴史的背景を知り、当時の軍人になったつもりで城跡の構造を見て回ると、より一層楽しむこと
ができます。歴史に思いを馳せながら歩いていると、あっという間に2時間が過ぎました。趣味
として楽しみながら身体を動かせる山城トレッキング、あなたも始めてみてはいかがでしょうか。

郵便ハガキに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。

●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。

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。

見本
お米券2kg
…10名様

G

静岡県の歩ける
城70選…1名様

静岡県内70の城の
歴史的背景や見所を紹介。
「山城歩き初心者」から
「通」まで楽しめます。

ボトルホルダー
…1名様

超軽量で引裂きや摩擦に強い。
ショルダーハーネスに
固定できます。

4機能歩数計…1名様
歩数・消費カロリー・距離・時計の4機能つき。
毎日の健康管理にもおすすめです。

ワイン葡萄の
お酢…2名様
ワイン用のぶどう
果汁を使用した、
中伊豆ワイナリー
オリジナルのお酢。
口あたりがまろやか。

ぶどうジュース
…1名様

中伊豆ワイナリー
オリジナルの果汁100％
ジュース。ノンアルコール
なのでお子様にも安心。

志太農場巨峰の丘
…2名様 

中伊豆ワイナリー
オリジナルのロゼワイン。
香りが上品で、フルーティーな
口あたり。


