


　川根本町では夏には肉眼で天の川が見えるほどにきれいな星空を
見ることができる。一番きれいに見えるのが８月～９月。月の明るさに邪
魔されない新月の頃が最適です。　標高660m、白羽山山頂付近に
位置する三ツ星天文台。360度のパノラマから天体観測ができ、金・
土・日の夜は、星空観察会が開かれています。　レンズの代わりに鏡を
使って光を集めるカセグレン式反射望遠鏡を日本で初めて導入。口径
は400mm。コンピューター制御の望遠鏡で、惑星や彗星などを瞬時に
キャッチ。　天体望遠鏡で見た夏の土星。肉眼では見えない表面の縞
模様や環などが鮮明に見える。今年の観察シーズンは7月～10月頃。
　三ツ星天文台の担当、川根本町役場の土屋さん。星空観察会では
MAC（三ツ星アストロノミークラブ）のスタッフとして星の説明をしてくれ
る。　「三ツ星天文台」に隣接した町営の宿泊施設「ウッドハウスおろ
くぼ」。テニスコートや多目的ホールもある。林道南赤石線沿いにあり、
大札山・蕎麦粒山・山犬段からの登山者にも最適。

　アウトドアを楽しむ機会が増える夏は、気
軽に夜空を見上げることができる季節です。
七夕でおなじみの天の川が、一番きれいに見
えるのも夏。しかし、普段暮らしている街では、
人工の灯りが邪魔をして、肉眼では見つけに
くいのが現状です。遠出ができるのなら、空気
が澄み、漆黒の夜空が広がる高原や山里が
おすすめです。そこで今回は、“星空がきれい
な町”川根本町へ。豊かな自然の中にキャンプ
場や温泉が点在し、昼間はアウトドアを満喫し、
夜は星空に包まれる旅へ出かけましょう。

　条件によって見え方は様々ですが、基本的
に星はどこからでも見ることができます。夏の星
空を楽しむポイントは、まず「夏の大三角形」と
呼ばれる3つの星を見つけること。まずは、天
の川を挟んで光る、こと座のベガ（織姫）とわ
し座のアルタイル（彦星）、白鳥座のデネブを
探してみてください。ロマンチックな七夕伝説
に思いを馳せながら、昔の人々が見上げた
星空を、同じように眺めていることに神秘を感
じつつ…「夏は夜」、部屋の灯りをすべて消し
て、空に輝く星たちを探してみませんか。

　平成6年（1994年）に、川根本町が「澄んだ
星空 全国第2位」に選ばれたことを記念して
建設された「三ツ星天文台」は、奥大井自然公
園を通る林道赤石線沿い、展望が開けた場所
にあります。専門スタッフの方から説明を聞きな
がら、日本で最初に導入したカセグレン式反射
望遠鏡を覗いて、星団や土星の環、月のクレー
ターのアップを見ることができます。街中の“光
害”とは無縁の漆黒の空が広がる川根本町に
は、星空の絶景スポットが多数。目にする星の
数の多さ、光の強さに心奪われることでしょう。
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全国有数の“星空のきれいな町”川根本町の中でも
夜空が美しいスポットをご紹介。
夏のレジャーや温泉、アウトドアを
楽しんだ後は、降り注ぐような満天の星を
体感してみませんか。

寸又峡温泉

接岨峡温泉

もりのくに

夢の吊橋や温泉が有名な「寸又峡」、
星空の美しさもバツグン。
川根本町千頭

三ツ星天文台
◆開館日　毎週金曜日・土曜日・日曜日（曇・雨天休館）
◆時　間　19：00～22：00（受付終了 21：00）
※当日の天候により休館となる場合あり
※年末年始は休館
川根本町水川866-5  TEL：0547-56-0999

誕生日の星座は、
昼間見えている！

◎あると便利、星座早見盤

温泉「もりのいずみ」と宿泊施設「もりのコ
テージ」、テニスコートやBBQハウスもあり。
川根本町奥泉840-1  
TEL：0547-59-3800

～星を見る前に、まず10分くらい、
　暗闇で目を慣らしましょう～

くのわき親水公園キャンプ場
キャンプ場の近くにある「塩郷の吊橋」
から見る星空も絶景。
川根本町久野脇280  
TEL：0547-56-1781

長島ダムや奥大井湖上駅など屈指の
絶景が集まる秘境エリア。
満天の星が降り注ぐ。川根本町梅地

◎チェックするのは、場所、時間、月光

星座探しに重宝するのが星座早見盤。いつ、どの時刻に、
どんな星座が、どの方向に見えるのか調べることができます。

街の灯りを避けて、見晴らしのいい場所を選びましょう。
晴れて澄んだ夜空の日、月の明るさの影響が少ない日
（新月など）がおすすめです。

夏はさそり座、冬はオリオン座など、季節
によって見やすい星があります。これは地
球が太陽のまわりを1年かけてまわってい
るから。誕生日なのに星座が
見えないのは、その季節
に太陽側にある星座
だからです。
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三ツ星天文台では、季節の星座、流星群の出現、惑星など、楽
しく宇宙や星について学ぶ『星空観察会』を定期的に開催。
地元の町民によるガイドも好評です。
※実施日時はお問い合わせください

お話をうかがった人
川根本町役場 観光商工課 観光振興室

川根本町役場　榛原郡川根本町千頭1183-1　
TEL：0547-58-7077 （観光商工課）問合せ先

主査 土屋 正成さん

星 空 観 察 会
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おうし座
ときには日々の忙しさを忘れて自然にひたり、星の世界を楽しんでいだけたらと思います。

ご家族や仲間で星座探しの旅に出かけていただけたら嬉しいです。
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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、クルーズ船の誘致で
にぎわう清水港の取り組みと、
寄港客船をご紹介します。

「走る洋上リゾート」と言われる優雅なクルー
ズ船は、大きく分けると、ラグジュアリー・プレ
ミアム・カジュアルの3クラスがあります。船体
の大きさではなく、乗客1人あたりが占める広
さや、乗組員1人が担当する乗客数で格付け
され、ゆったりした空間で、きめ細やかなサー
ビスが期待できるクラスが、乗船料も高くなり
ます。ただ、大型で施設が充実しているカジュ
アル船の方がアクティブ面では魅力的な場合
もあり、船旅の楽しみ方は様々です。

清水港では、平成2年にクイーン・エリザベスⅡ
の入港を契機に、全国に先駆けて清水港客船
誘致委員会が設立され、多くの客船が寄港す
るようになりました。富士山の世界文化遺産
登録後は「富士山が見える港」として清水港
の認知が高まり、平成29年には国土交通省
指定の国際クルーズ拠点として全国6港の1
つに選ばれました。昨年の寄港船は40隻を
超え、前年の約2.4倍に急増、今年はさらな
る増加が予想されています。

全国に先駆けクルーズ船誘致、清水港

クルーズ船ってどんな船? ～種類と格付け～

乗客の方にとって、寄港先での過ごし方も旅の
醍醐味の一つ。清水港では、寄港したクルーズ
客を歓迎する様々なイベントを開催していま
す。清水に伝わる芸妓文化の披露や太鼓演奏、
特産品の売店や観光案内ブースも設置され、
地元の人たちと海外の方との交流の中で、新
しいにぎわいが生まれています。停泊中に行わ
れる船内見学はクルーズ船の魅力を身近に感
じるチャンスです。ぜひ出かけてみてください。
※船内見学はすべての客船で実施しておりません。　
　事前申込み後、抽選となります。詳しくは清水港客船
　誘致委員会ホームページでご確認ください。

地元の人々による おもてなし&交流

お話をうかがった人

■お問い合せ　
清水港客船誘致委員会
事務局：静岡市経済局海洋文化都市推進本部
TEL.054-354-2432
http://www.shimizu-port.jp/

●アムステルダム

●ウエステルダム●ノルウェージャン・ジュエル●セレブリティ・ミレニアム

●スター・レジェンド●ダイヤモンド・プリンセス［清水港史上最大船型］●スーパースター・ヴァーゴ

お茶会・着付け体験コーナー

おもてなしの演奏・演舞

清水港 客船入港情報 ［2018年 8月～10月］

総トン数 75,338t　乗客定員 1,870名　船籍 バハマ
8/ 2[木] 7：00入港 15：00出港
8/ 9[木] 7：00入港 15：00出港
8/21[火] 7：00入港 15：00出港

総トン数 115,906t　乗客定員 2,706名
船籍 イギリス
8/16[木] 8：00入港 21：00出港

総トン数 9,961t　乗客定員 212名　船籍 バハマ
  9/27[木] 8：00入港 17：00出港
10/15[月] 8：00入港 17：00出港
10/17[水] 8：00入港 16：00出港

総トン数 90,963t　乗客定員 2,158名　船籍 マルタ
  9/29[土] 8：00入港 17：00出港
10/  1[月] 8：00入港 16：00出港
10/15[月] 8：00入港 16：00出港

総トン数 93,502t　乗客定員 2,376名　船籍 バハマ
10/  7[日] 8：00入港 16：00出港

総トン数 82,862t　乗客定員 1,916名　船籍 オランダ
10/16[火] 8：00入港 14：00出港

総トン数 62,735t　乗客定員 1,380名　船籍 オランダ
10/18[木] 7：00入港 15：00出港

静岡市 経済局 海洋文化都市推進本部（清水区役所内）
主任主事 石原 亘さん

客船の寄港時は、いつもと違う雰囲気の中で、外
国の方と交流ができる楽しい機会となっています。
多くの人に足を運んでいただけたらと思います。

地元のボランティアの協
力による体験コーナー。
通訳ボランティアのサポ
ートもあり人気。

客船の入出港にあわせ
て、「清水港かっぽれ」や
太鼓演奏など、パフォー
マンスでおもてなし。
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今回は…『暑いときはココ！わが街の避暑地』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！

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

JAあいら伊豆 飯沼南々さんおすすめ
宇佐美海水浴場

伊豆の山々を背におよそ1キロ続く、遠浅
の広々とした天然の砂浜が広がる海水浴
場です。目の前に相模湾が広がり、天候の
良い日には伊豆大島や房総半島を臨むこ
とのできる絶好のロケーションです。内海
のため比較的波が穏やかであるため家族
連れに最適で、「海デビューの聖地」と呼
ばれています。 JAあいら伊豆 宇佐美支店 飯沼南々

伊東市宇佐美　国道135号線バイパス沿い

子どもの頃から慣れ親し
んだ海水浴場です。伊豆
に来たら、ぜひお立ち寄り
ください

ＪＡみっかび 清水勝弥さんおすすめ
大明神山の集落（だいみょうじんやまのむら）

美しい浜名湖を眺めながらレストランやカ
フェで食事ができます。中でも紹介したい
のが、「soto cafe くらのほ」です。こちら
では、季節で取られる地元の果物を使った
米粉のワッフルやパンサンド、ドリンクを
販売していて、晴れた日にはテラスで食べ
ることができます。三ヶ日に来られた際に
はぜひお立ち寄りください。 ＪＡみっかび 清水勝弥

浜松市北区三ヶ日町津々崎342-2　http://kura-natsume.jp
※「soto cafe くらのほ」 TEL.053-524-2527　
　[営]9：30～17：00　定休日：木曜日

集落（むら）と言うだけあっ
て、１カ所にいろんなお店
が集まった、とてもロケー
ションのいいところです！

JA大井川 大須賀千秋さんおすすめ
長島ダム～しぶき橋・大樽広場～

ＪＡ大井川の名前の由来でもある大井川の
流水調節を行っている長島ダム。周辺には
遊歩道が整備されており、放水によるマイ
ナスイオンを浴びられる「しぶき橋」や「大
樽広場」で水遊びが楽しめます。川根地域で
は「ダムカレー」が食べられるお店がいくつ
かあるらしく、制覇してみたいです。今回は
カフェうえまるさんでいただきました。 JA大井川 金融課 大須賀千秋

榛原郡川根本町犬間541-3　TEL.0547-59-1021
http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/
※cafe うえまる [営]10：00～16：30　定休日：火曜日（祝日の場合翌日）
　川根本町千頭1217-2　TEL.080-1620-0358

事前予約をすればダムの
内部の見学ができるそう
です。コンクリートの壁に
囲まれた不思議な空間、外
より涼しいみたいですよ～

JA富士市 望月優兆さんおすすめ
佐野製茶所 製茶所サロン

製茶所サロンさんは、富士市西部に位置す
る岩本山のお茶畑に囲まれ、店内からは富
士山を眺めることが出来る解放感溢れる
お洒落なカフェです。オーナーがお茶農家
であり、ご自身で育てた茶葉を使用したメ
ニューが自慢のお店です。暑い夏には、氷
出しのお茶「雫茶」やソーダと粉末緑茶を
ブレンドした「茶曹達」がおすすめ。おいし
いお茶と素敵な景色をお楽しみください。

J A富士市 岩松支店 望月優兆

富士市岩本816-3　
TEL.0545-64-2288　https://www.seichajyo.com
[営]平日9：00～17：00 日曜祝日10：00～17：00　
定休日：月曜日（祝日の場合火曜日）

“お茶と炭酸ってあうの？”
と思うかもしれませんが、
合うんです！すっきりとし
た甘さで、暑い季節に嬉
しいメニューです

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

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

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

※掲載データは2018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。



前回に続き、今年度の税制改正で、
私たちの生活にかかわりのある内容についてご紹介します。
今回は、宅地や農地に関わる相続税・贈与税や、
住宅の買換え、土地の相続登記などを取り上げます。

改正後改正前

■小規模住宅地等
被相続人（亡くなった人）が残し
た土地の相続の特例（通称「家な
き子」）に関する見直しと、貸付事
業用宅地等の見直しが行われま
した。

■農地の納税猶予
農地の確保・有効利用を後押しす
るため、農地を相続した場合や売
買した場合に活用できる税制特例
が措置されました。

２．贈与税の納税猶予

１．相続税の納税猶予

※平成30年４月１日以後の相続等から適用。ただし、
　平成30年３月31日以前から貸付事業の用に供されている
　宅地等については適用しない

貸付事業用宅地等の範囲から、次の宅地等を除外します。
相続開始前３年以内に貸付事業の用に供された宅地等（相
続開始前３年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている
者が当該貸付事業の用に供しているものを除きます）

２．貸付事業用宅地等

特定居住用宅地等とは、相続開始の直前
において、被相続人等の居住の用に供され
ていた宅地等で一定のものをいいます。
被相続人に配偶者や同居家族がいない場
合、居住用宅地を下記の要件を満たす相
続人等（通称「家なき子」）が取得した場合
には、一定の要件の下に80％減額となり
ます。

※平成30年４月１日以後の相続等から適用

1．特定居住用宅地

２．貸付事業用宅地等

1．特定居住用宅地

①相続開始前３年以内に日本国内にある取
　得者又は取得者の配偶者の所有する家屋
　（相続開始の直前において被相続人の居
　住の用に供されていた家屋を除く）に居住
　したことがないこと
②その宅地等を相続税の申告期限まで有し
　ていること

貸付事業用宅地等とは、相続開始の直前に
おいて、被相続人等の貸付事業の用に供さ
れていた宅地等で、下記の一定の要件を満
たすものは50％減額となります。

①その宅地等に係る被相続人の貸付事業を
　相続税の申告期限までに承継し、かつ、そ
　の申告期限までその貸付事業を行ってい
　ること
②その宅地等を相続税の申告期限まで有し
　ていることなど

（1）相続開始前３年以内に、その者の３親等内の親族又はそ
　 の者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家
　   屋に居住したことがある者
（2）相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去
　   に所有していたことがある者

持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例
の対象者の範囲から、次に掲げる者を除外します

都市農地の貸借の円滑化に関する法律の制定を前提に、生
産緑地地区内の農地を貸付けた場合に相続税の納税猶予を
適用する措置を創設します。

（1）以下に掲げる貸付けをした生産緑地について
　  納税猶予を適用
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または特定都市農地貸付けの用に
供される貸付けなど

上記（3）（4）の措置を講じます。

（2）三大都市圏の特定市以外の地域内の生産緑地の営農継
　   続要件を終身
（3）特定生産緑地および田園住居地域内の農地を納税猶予
　   の対象
（4）特定生産緑地の指定または指定期限の延長されない生
　   産緑地につき、現に適用を受けている納税猶予に限り継続

※上記（1）（2）の改正は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の
　施行日以後の相続遺贈に適用。同日前に相続税の納税猶予の適用
　者は、選択により（1）の適用ができ、その際は（2）も適用

[相続税・贈与税]

（2）生産緑地地区内の農地の営農継続要件

１．相続税の納税猶予

イ．20％超の譲渡・転用等→ 
　 全部打ち切り
ロ．20％以下の譲渡・転用等→
　 一部打ち切り
なお、市街化区域外の農地を特定貸付け
した場合は納税猶予継続

（3） （新設）
（4） （新設）

イ．三大都市圏の特定市→ 終身
ロ．イ.以外→ 20年

納税猶予の適用を受けた農地を譲渡や
転用等した場合、納税猶予は打ち切りと
なります。

（1）納税猶予の打ち切り



税理士　柴原一

改正後改正前

 （新設）■土地相続登記の
　登録免許税の減免

（同左）1.適用要件

※適用期限平成29年12月31日

※適用期限を平成31年12月31日まで延長
■特定居住用財の譲渡
　損失の繰越控除等

■居住用財産の買換えの
　場合の譲渡損失の
　繰越控除等

（1）譲渡年の1月1日の所有期間５年超
（2）買換資産の床面積50㎡以上
（3）取得年の12月31日において買換資産
　   に係る住宅借入金を有すること
（4）敷地が500㎡超のときは500㎡までの
　   損失が対象

適用要件

※適用期限平成29年12月31日

※適用期限を平成31年12月31日まで延長
（同左）

買換資産が中古の場合について次の要件を追加します。

※適用期限を平成31年12月31日まで延長

非耐火住宅で取得日以前25年以内に建築されたもの、また
は、地震に対する安全性に係る規定のいずれかを満たすこと
（その年の翌年12月31日までに改修を行い地震に対する安
全性に係る規定を満たした場合を含む）

[土地住宅税制]
適用要件

相続税の申告書の添付書類である戸籍謄本
は原本提出が必要

※平成30年４月１日以後に提出する申告について適用

相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲
に戸籍謄本の複写、被相続人の全ての相続人、法定相続分
や実子・養子の別を明らかにした「法定相続情報一覧図」を
加える

■その他
相続税申告書の添付書類として
提出できる書類の範囲が拡大しま
した。

■特定の居住用財産の
　買換え
マイホームの買換えにより譲渡
所得が発生した場合の特例につ
いて2年間延長、中古物件に買い
換える場合の要件が変更されま
した。

（1）譲渡年の1月1日の所有期間５年超
（2）譲渡契約日の前日において譲渡資産に
　  係る住宅借入金残高があること

次の場合、登録免許税を免税とします。
（1）土地の相続移転登記を行わず死亡した者を登記名義人
　  とする移転登記
（2）所有者不明土地のうち、市街化区域外の土地で行政目
　  的のために必要なものとして法務大臣が指定する土地
　  について行う移転登記で、当該土地の価額が10万円以
　  下の場合

※適用期限（1）は平成30年４月１日から平成33年３月31日、（2）は
　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行日
　から平成33年３月31日

2.控除限度額
借入金残高－譲渡代金

税

※適用期限平成29年12月31日

譲渡年の1月1日の
所有期間10年超

10年以上居住
1億円以下

床面積50㎡以上 
敷地500㎡以下

耐火住宅で取得日以前
25年前に建築された
もの等

面積制限

中古の場合
の築年数

所有期間

居住要件
譲渡対価

譲
渡
資
産

買
換
資
産



■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

H30/8 第30号
今回は大井川の星空を特集しました。取材をさせていただいた三ツ星展望台で目に留まったの
がメシエカタログのポスター。メシエカタログとは、フランスの天文学者シャルル・メシエが、星
雲、星団、銀河をまとめたもので、名前の頭文字Mを付けてM１からM110までリスト化されて
います。アマチュアでも見つけやすい、明るい天体が多いのが特徴。三ツ星天文台でも観測出
来るそうです。このカタログに従って、星を探してみてはいかがでしょうか。あなたの名前の頭
文字をつけて、オリジナルの天体カタログを作ってみるのも素敵ですね。

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

コンパクト
天体・地上望遠鏡…1名様

コンパクトで持ち運びに便利。
天体観測や野鳥観察にも。

コンパクト
LEDランタン
…2名様

明るく目に優しい発光。
アウトドアはもちろん
防災用にも。水にも浮きます。

マグニコンプ…2名様
ルーペ、コンパス、リングがついた
アクセサリー。
バッグや体に付けられます。

D 星座板…2名様
月日と時間を合わせると、
その時の星座が
確認できます。
星空観察のお供に。

まで

まずはお気軽に窓口までご相談ください。

または
が

これから年金をお受取りになる方
現在、他金融機関で年金をお受取りの方

※

※

新たにJAで年金のお受取り手続きを完了すると

現在JAで年金を
お受取りいただいている方
新規のお客様をご紹介いただくと

が

※｢年金請求書｣の『年金送金先』欄または｢年金受給権者 受取機関変更届｣の『変更後の受取機関』欄にＪＡをご指定いただいた方が対象となります。


