


　ペリー提督一行が了仙寺での日米下田条約締結のために行進した道。ペリーロー
ドと呼ばれ、伊豆石やなまこ壁の家並み、柳並木が美しい。古民家のカフェやギャラ
リーなど昼夜楽しめる。　下田公園は下田市街と下田港を一望できる最高のビュ
ーポイント。園内は約15万株300万輪のあじさいが咲き誇る日本一の群生地。小高
い山まるごと一つが花で埋め尽つくされる。アップダウンがあるので歩きやすい靴がお
すすめ。　下田港に停泊中の黒船に乗り込み、米国渡航を企てた吉田松陰と弟子
の金子重輔が身を潜めた弁天島。闇夜にここから小船を出したとされる。二人が隠れ
たとされる下田龍神宮の祠もある。　米国の初代総領事ハリスと通訳ヒュースケンが
滞在した玉泉寺。約3年間、ハリスが居室として過ごした本堂の八畳間を見ることがで
きる。この外側に自分用の風呂を設置したという。　下田開港により上陸したペリー
一行の応接所となり、日米和親条約の細かい規定（下田条約）の話し合いが行われ
た了仙寺。黒船祭の時には下田条約の調印式の再現が行われる。敷地内にある
MoBS黒船ミュージアムも合わせて立ち寄りたいスポット。　黒船の来航と開国を記
念した「黒船祭」。まち全体が開港当時の情緒があふれ、米海軍、海上自衛隊の音楽
隊が出演するパレードやコンサートなど、国際色豊かなイベントが行われる。

　江戸と上方（京都・大阪）を結ぶ廻船が寄
港する風待港（かぜまちこう）として栄えた下
田は、近代日本の幕開けを告げる、黒船ゆか
りの地でもあります。今も街のあちこちに開国
にまつわる史跡が残り、なまこ壁の街並みに
当時の風情を感じます。何気なく旅すれば
見過ごしてしまうような、地元に語り継がれる
逸話を探して幕末開国の歴史舞台、下田を
歩いてみませんか。
　泰平の眠りを覚ます黒船が浦賀沖に現
れ、開国を迫った翌年の1854年3月、横浜で
日米和親条約が締結されると、即時開港と

　ペリー帰国後の1854年11月、安政の大地
震と大津波により下田は壊滅状態となり、そ
の混乱のさなかにあった1856年、下田に米
国総領事ハリスが来航。玉泉寺に日本初の
米国領事館が開設され、自由貿易を軸とす
る通商条約締結の舞台となりました。激動の
幕末から長い時を経て、下田開港80周年を
機に始まった黒船祭は、下田開港のシンボル
として、また日米親善の場として今に受け継
がれています。下田公園のあじさいも5月、6
月がベストシーズンです。

なった下田にペリー艦隊７隻が次 と々来航。
小さな港町が一躍歴史の舞台となりました。
ペリー提督一行は了仙寺に迎えられ、日米
和親条約の細目を定める、いわゆる下田条
約（日米和親条約付録下田条約）の交渉を
行いました。条約締結の日、港から了仙寺ま
で、軍楽隊を先頭に300人の水兵が行進し
たペリー一行の姿は、下田の人々を驚かせ
たそうです。下田条約の中に米人の遊歩権
が盛り込まれたことで、下田は米国人が闊歩
する日本初の街となり、異文化の交流が生ま
れました。
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黒潮の香りと、光にあふれた港町へ。
のどかな港湾をぐるり回れば、ペリーやハリス、吉田松陰…
幕末の偉人たちの想いに出会えそうです

鎖国　開国

イベント情報

お話を伺った方
下田市史編纂室　
高橋 廣明さん

なまこ壁の街並み
下田を歩くとよく見られる「な
まこ壁」の街並み。土壁に
平瓦をはめ、継ぎ目に漆喰を
盛り付けて固めた伝統的な
様式で、耐火・防水の効果
があった。

了仙寺

下田開国博物館
唐人お吉記念館

下田海中水族館

伊豆クルーズ

道の駅「開国下田みなと」

下田ロープウェイ

下田公園

弁天島

ハリス記念館
山の朝市

1825年 　　 　徳川幕府、異国船打払令を出す
1853年 　　 　ペリー提督率いるアメリカ艦隊、浦賀来航、開国を要求
1854年   3月　ペリー再来航
　　　　 　  　日米和親条約が締結され、函館と共に下田開港
　　　 　 5月　了仙寺において下田条約、調印
　　　   11月　大地震、津波襲来。全町が流される
1856年   8月　日本初の米総領事としてハリスが玉泉寺に着任
1858年 　 　　ハリスと幕府が日米修好通商条約を締結、
　　　　 　  　鎖国が完全に終わる
            　　　安政の大獄はじまる（～1859年）
1859年 　　 　横浜開港。ハリスは公使となり江戸へ移る
1860年 　　　桜田門外の変

毎年6月頃に開催され
る街バルイベント。5枚
綴り3700円のチケット
で、飲食店はもちろん温
泉やお土産店、観光施
設をおトクに楽しめる。
次回は西伊豆・松崎・
東伊豆も参加予定！

MoBS 黒船ミュージアム
黒船来航や幕末の異文化交
流に関する膨大な資料を所
蔵。日本および海外から収集さ
れたコレクションは、歴史認識
が変わるような興味深いもの
ばかり。

ペリー艦隊上陸の碑
ペリー艦隊一行が上陸した場
所に立つ記念碑で、下田湾を
望むペリー上陸記念公園内に
ある。ブッシュ大統領からのプ
レートやアメリカ海軍から贈ら
れたイカリがある。

まどが浜海遊公園
国道135号線沿い、下田港が
一望できる開放感あふれるス
ポット。芝生広場や海岸遊歩
道、足湯や休憩所もあり、黒船
を模した遊覧船の姿も見られ
る。

玉泉寺
ハリス総領事により日本最初
の米国総領事館が開設された
古刹。境内にはハリス記念館
があり、黒船乗員ら米国人やロ
シア人が眠る日本初の外国人
墓地もある。

下田港

ペリー艦隊上陸の碑

下田公園

安直楼

ペリーロード

了仙寺
（日米下田条約締結所）
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下田・南伊豆・河津がんバル
300万輪が咲き誇る日
本一の群生地、下田公
園のあじさい祭。万華鏡
のように咲き誇る花景
色は圧巻。期間中、地
元特産を扱う露店が賑
わい、下田太鼓などのイ
ベントも行われる。

あじさい祭 6/1（月）～30（火）

主な事柄

自分の足で歩きながら、
当時のことを思い浮かべて、
下田の街と歴史を
楽しんでください

※新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止になる場合がございます。
　詳細は、伊豆下田観光協会公式サイトをご確認ください。

下田市観光協会　0558-22-1531 がんバル実行委員会事務局　0558-22-1181

https://www.shimoda-city.info/

写真提供：下田市観光協会

※新型コロナウイルス感染症の影響により今年の開催は中止となりました。
公式フェイスブックページ https://www.facebook.com/shimodabar/



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。

最深部2,500m、日本一深い駿河
湾に面した沼津港の周辺は、深海
魚の聖地。見た目とは“裏腹”なお
いしさをクローズアップ！

深海魚とは、水深200mより深い海域に生息
している魚の総称。今や高級魚のノドグロや金
目鯛も深海魚です。高水圧・低温・暗黒など過
酷な環境条件を生き抜き、インパクトのある
姿に進化を遂げた魚たち。深い海の底にはま
だまだ知らない世界が広がっています。

深海魚ってどんな魚?
あまり動かずに生活している深海魚の多くは、
脂がのっていて、引き締まった身も美味。地元
では刺身、干物、唐揚げ、煮付などにして人々
に親しまれてきました。近年は、新鮮な海鮮丼
や、目の前で焼き上げる浜焼き、イタリアン系
とおいしい世界も広がっています。

希少な深海魚を堪能！ 食べ方いろいろ

●セブンイレブン

P千本港町

沼津駅
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スタッフ 杉山 海さん
深海丼 佐政
TEL.055-939-5333

ユメカサゴの姿造り

空前の深海魚ブーム、沼津港で深海魚グルメを堪能！“食べても楽しめる”深海魚たちの魅力に迫ります。

静岡県沼津市千本港町83
TEL.055-954-0606

沼津港で水揚げされる様々な深海魚の中から
厳選されたベストメンバー。
生の刺身や醤油漬け、釜揚げサクラエビまで
味と食感のどちらもバランスよく楽しめる。
2,390円（税別）※干物、味噌汁付　

水族館やアトラクション、飲食、物販
など10店舗が集まった複合施設

世界初の深海をテーマとした
水族館。駿河湾や世界中の深
海生物を常時100種以上みら
れる。シーラカンス・ミュージア
ムには“生きた化石”シーラカン
スの剝製3体と冷凍2体を展
示。冷凍個体が見られるのは世
界でもここだけ。

★あわせて行きたい！沼津港深海水族館

浜焼きしんちゃん
TEL.055-954-0605

PORTUS（ポルトゥス）
TEL.055-955-5991

1,480円（税別） 2,100円～（税別）

コキンメ、デン、メ
ギス、メヒカリ、深
海本エビなどを
目の前のコンロ
で焼いて食べら
れます。お魚の旨
味が凝縮され、身
もプリプリ！

金目鯛、メバル、ホ
ウボウなど旬の鮮
魚を一尾まるまる
使い、ムール貝、イ
カ、白ワインと煮
込んだイタリアの
代表的な魚料理。

深海性の赤いカサゴ、引
き締まった白身が人気。

キンメダイ
赤い皮目と白身が
美しい人気の魚。新
鮮なら刺身が一番！

釜揚げサクラエビ
生や釜揚げのサクラ
エビが食べられるの
は駿河湾周辺だけ

メギス
姿が一見キスに似ている。
クセのない味と適度な脂が特徴。

深海本えび
身はプリプリ。
甘味と旨味がしっかり。

アブラボウズ
脂がのって歯ごた
えはプリプリ。醤油
漬けの味付けが絶
妙。

個人的に好きな深海魚は「ラ
ブカ」です。超太いウナギの
ような見た目がお気に入り。
隣接の『沼津港深海水族館』
で見られるので、そちらも立
ち寄ってみてください。

深海丼

魚介まるごとアクアパッツァ駿河湾深海おまかせ盛り

佐政水産㈱ 佐政水産㈱

沼津港深海水族館



伊豆の地域の農家が育てた
リコピンたっぷりのクッキングトマト

少労力で栽培できる品種で農業を活性化！ 

2016年から伊豆地域で栽培が始められたアイランドルビー。
宝石のようなこの名前は、JAあいら伊豆の「アイラ」と伊豆半
島の「ランド」、通常のトマトよりもリコピンが多く真っ赤な「ル
ビー」色であることから付けられました。少し酸味が強めな調理
用のトマトで、加熱することでうま味とコクが生まれます。焼い
たり煮込んだり、さまざまな調理法で楽しんでみてください。

★収穫時期・旬の時期

★品種
クッキングトマト

6月下旬～9月上旬

効用

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

加工品も試してみて！

JAあいら伊豆　
営農経済部営農販売課　
山口杏奈さん

お話を
伺った方

調理をするとさらに甘く、
おいしくなる！

加熱してうま
味やコクが生
まれます！幻の
トマト「アイラ
ンドルビー」ご
賞味あれ！

アイランドルビーは、高齢化が進む農業を活性化させたい
という思いから栽培が始まりました。一般的なトマトとは異
なり、草丈は低段で第１果房から3果房で芯が止まる「芯止
まり性」の特性を持ちます。そのため摘心や脇芽かきが不
要な省力栽培が可能です。また、ジョイントレス性のため収
穫時ヘタが簡単確実に樹側に残ります。

手に入る
のはココ

リコピン
抗酸化作用で体の中を錆びさせない効果があり、老
化、ガン、生活習慣病を予防する。

JAあいら伊豆ファーマーズマーケット
「いで湯っこ市場」

伊東市でしかとれない
幻のトマトです！

サラダ油を使用した「ノーマル」と、イタリア産オリーブ油を使い、
黒こしょうなどでスパイシーに仕上げた「プレミアム」。
トマト本来の甘みと酸味を存分に味わえます。

★アイランドルビートマトジャム 
　140g／500円（税込）

★アイランドルビートマトドレッシング
　200ml／700円（税込）
★プレミアムアイランドルビー
　トマトドレッシング
　200ml／1,200円（税込）

5倍濃縮のトマトピューレ。
1kgの中に5kgのアイランドルビーが
入っています。

★アイランドルビートマトピューレ 
　冷凍1ｋｇ／2,180円（税込）

青臭くなく、トマトが苦手な人でも食べられます。
クラッカーやパンはもちろん、ヨーグルトにも。

●トマトの味噌汁

●トマトソース
トマトは煮過ぎないようにするのがポイント！

玉ねぎ、にんにく、ハーブなどと一緒にじっくり煮込んで。



第一回「遺言について」
近年、テレビや本で「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。とはいえ、「自分には関係がない」「終活を考えるのはまだ早い」と考えてい
る方も多いのではないでしょうか。終活はどなたにとっても大事であり、元気なうちにこそできるものです。今回は、終活の中でも代表的な「遺言」
についてお伝えします。

遺言が「ある」、「ない」ではどう違うの？
人が亡くなった時、その人の財産はどう分けられるのでしょうか……。ひょっとして、相続人による話し合い（遺産分割協議）で決めるのが基本で、遺
言書を作るのは特別な事情があるからだと思っていませんか。実は、遺言書が無いから遺産分割協議を行わなければならない、というのが本来の
考え方なのです。このことについて、順を追って説明します。

①遺言書がある場合、遺言は相続手続きにおいて最優先されるため相
　続人同士で話し合う必要はなく、遺言書に記載の通りの財産分けがな
　されます。
②但し、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認という手続きを経る
　必要があります（原則）。検認では、遺言書が要件を満たしているかど
　うかはチェックしますが、遺言の内容までは判断してくれません。作り
　方に不備が無くても、内容によっては考えを実現できない恐れもあ
　り、その場合は③の遺産分割協議を行う必要があります。
③遺言書がない場合、相続人“全員”で遺産分割協議を行います。
④遺産分割協議が成立すると、その通りに財産分けがなされたことにな
　ります。この時、のちの手続きのために遺産分割協議書を作成します。
⑤財産分けに納得しない人がいるなどして、遺産分割協議が一向に進ま
　ない場合には、家庭裁判所に遺産分割の手助けをしてもらいます（調
　停・審判）。こうなると、相続人同士の関係が悪くなってしまい、誰も望
　まない悲しい結果となってしまうこともあります。

遺言の種類はいくつかありますが、一般的なものは自筆
証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、一見すると簡単に出来そうに思えます
が、遺言書の作り方に注意しなければ無効（法律上の効
力がない）となってしまう恐れがあります。
一方、公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作
成しますので、確実な遺言書を残すことができます。多
少費用がかかっても、安心できる公正証書遺言がおすす
めです。
なお、どちらにおいても、遺言書を作る際に自身の財産
を洗い出すことで、財産を漏れなく自身の考え通りに承
継させられます。ま
た、相続人にとっても
財産の内容が明確に
なっていれば手続きが
しやすくなるという利
点もあります。

遺言にはどのような種類があるの？

遺言書を作った方が良いのは、どのような人?

自筆証書遺言 公正証書遺言

遺言書の全文（※）、日付および氏名
を自分で書き、これに押印して作成す
る遺言

・いつでも費用をかけずに作成できる
・誰にも知られず一人で作成できる

・要件を満たさないと無効になる
・内容に不備等があると実現できない  
　恐れがある
・紛失や偽造・変造される恐れがある
・家庭裁判所での検認が必要（※）

・内容が正確であり、要式不備（無効） 
　となる恐れがない
・原本が公証役場に保管されるため、
　紛失や偽造・変造の恐れがない

公証人が作成した公正証書によって
する遺言

＜メリット＞

＜デメリット＞ ＜デメリット＞

＜メリット＞

・費用がかかる
・証人２名が必要

※平成30年の民法改正により例外もあります。詳しくは専門家にお問い合わせください。

遺言は「揉めるから作る」、「家族みんな仲が良いから作らなくていい」というものではありません。仲が良いからこそ、家族みんなが末永く円満に
過ごせるために作っておくべきと言えます。遺言書があれば、財産分けの話し合いをする必要がなくなるうえ、財産内容が明確になるため、相続手
続きがスムーズにできるなど、家族にとっても負担が小さくなります。
財産の承継について具体的に考え、方向性を決めることは負担に感じるかも知れませんが、今のうちにしっかり向き合わないと、家族への負担とな
ってしまうこともあります。お元気なうちにしっかりとした筋道を示しておくのは“自身の務め”と考えるのがよいでしょう。

相続開始

相続人全員での遺産分割

自筆証書遺言

遺言書がある場合
①

②

③

④ ⑤

家庭裁判所の検認

有効性

遺言書がない場合

協議不成立

遺言書または遺産分割協議書による遺産分割 調停・審判による分割

無効有効

協議成立

公正証書遺言

１．

2．

3．

遺
言
書



税理士　柴原一

今年度の税制改正で、私たちの生活に関りのある内容についてご紹介します。
今回は、令和2年3月27日に成立した相続税と贈与税を取り上げます。

非上場株式の
物納手続関係
書類

（1） 登記事項証明書
（2） 物納許可申請日前２年間に終了した事業年度の非上場株式の法人の決算書
　   （貸借対照表、損益計算書、営業報告書 など）
（3） 株主名簿の写し 
（4） 物納財産売却手続書類提出等確約書 
（5） 役員一覧 
（6） 誓約書

担保が法人の
保証人である
延納申請書の
添付書類

保証人が法人の場合の納税保証書以外の担保提供関係書類
（1） 登記事項証明書
（2） 延納許可申請日の直前終了事業年度の貸借対照表および
　　損益計算書の写し 
（3） 法人が役員である納税義務者のため保証する場合は、法人が保証すること
　　につき承認を受けた株主総会または取締役会などの議事録の写し 
（4） 法人の印鑑証明書

★以下の届出等に関する書類が簡素化されました

継続届出書に添付する主な書類

（1） 定款の写し
（2） 登記事項証明書
（3） 株主名簿の写しその他の書類で株主の氏名、住所、
　　 議決権数が確認できる書類 
（4） 報告基準日の直前終了事業年度の貸借対照表および損益計算書
（5） 都道府県知事への年次報告書の写しおよびその報告書に
　　係る確認書の写し など

財産の種類

相続税の物納

物納に充てることのできる財産および順位

改正後

農地の
納税猶予

改正前

納税猶予の対象となる特例農地等とは、農地、採草放牧地、準農地をいいま
す。ただし、平成3年1月1日現在における三大都市圏の特定市街化区域農地
等は、生産緑地および田園住居地域内にある農地を除いて対象となりません。
また、農業委員会から勧告を受けた遊休農地も対象となりません。
※三大都市圏の特定市の市街化区域内農地は「宅地化する農地」と「保全する農地（生産
緑地）」に分けられ、「宅地化する農地」は宅地などへの転換が推進されています。

特例適用農地等の範囲に三
大都市圏の特定市街化区域
農地等で、地区計画農地保全
条例（仮称）により制限を受け
る一定の地区計画区域内に
所在するものを追加します。

順位に関係なく、物納に充
てることができる特定登録
美術品の範囲に、制作者が
生存中である美術品のうち
一定のものを加えます。

相続税・贈与税について

非上場株式等の
相続税贈与税の
納税猶予の継続
届出書の
添付書類

順位

（注）・特定登録美術品は、上記表の順位によらず物納に充てることができます。
　　・後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位
　　 の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。

左の貸借対照表および損益
計算書の添付を要しません。

左の貸借対照表および損益
計算書の添付を要しません。

左の貸借対照表および損益
計算書の添付を要しません。

第1順位

第2順位

第3順位

①不動産、船舶、国債、 地方債、上場株式等
②不動産および上場株式のうち、物納劣後財産に該当するもの

③非上場株式等 
④非上場株式等のうち、物納劣後財産に該当するもの

⑤動産

不要！

不要！

不要！



■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
https://www.jabank-shizuoka.gr.jp

発行元　
静岡県信連JA企画推進部

応募方法

2020年6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

2020/5　第37号
今回は、異国情緒があふれ、レトロな雰囲気を醸し出す下田の街を特集しました。ペリー
一行が港から了仙寺まで行進したペリーロードや、吉田松陰が黒船乗船のために身を隠し
た弁天島など、歴史に思いを馳せると、散策するのが一層面白くなります。石畳やなまこ壁
など、古い街並みを残しつつ、おしゃれな雑貨屋さんやカフェが立ち並ぶこの街は、若者か
ら年配の方までだれもがゆったりと楽しむことが出来そう。下田公園いっぱいにあじさい
が咲き乱れる5月、6月に、幕末開国の歴史を辿る下田のおさんぽに出かけてみませんか。

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。

見本

AGILITY 
パークポシェット
…1名様
必要最低限の持ち物で
身軽におでかけ！

パスケース…1名様
2枚のICカードを入れたまま
切り替えられます。

ネコ醤油皿…2名様
醤油を入れるとネコの形が
浮かび上がります。

沼津港海水水族館
シーラカンス・ミュージアム
…ペア3組様
冷凍シーラカンスの展示は世界で唯一！
神秘的な深海の世界へご招待します。

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。

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。

お米券2kg
…10名様

見本


