


　「港橋～横砂」を結んだ静岡鉄道清水市内線。JR清水
駅前を通る道路、その中央を走る路面電車は市民の足でも
あった。昭和49年の七夕豪雨による被害が甚大で昭和50
年に廃線となった。　大正11年、開業最初の区間はJR静
岡駅から新静岡駅までのわずか500mだった駿遠電気㈱
静岡駅前線。その後、安西まで全線約2kmが開通、駿府城
のお堀を走る姿が見られた。昭和37年に廃線、車両は幼稚
園などに譲渡された。　駿遠線の瀬戸川に架かる旧鉄道
橋。当時は緩やかにカーブしていた。現在は歩行者や自転
車の専用の「ふれあい大橋」として、まっすぐに架け変えられ
ている。　JR藤枝駅付近で大きくカーブしていた線路。「緩
やかなカーブ」は廃鉄スポット探しのキーワードの一つで、一
般道路に比べ緩やか、かつ均一にカーブしていることが特
徴。　瀬戸川の堤防沿いを走り、新藤枝駅へと向かう軽便
は、国道1号線（現県道381号線）の下のトンネルをくぐり抜
けていた。現在は学生たちの通学路になっている。

　明治、大正時代、日本のいたるところに鉄
道が動脈のように走り、静岡県でも軽便鉄道
や臨港鉄道、森林鉄道などが各地で建設さ
れました。自動車の普及など時代の流れと共
にその多くが廃止となり、静岡の市街地を走
っていた路面電車も姿を消していきました。
そんな廃止となった鉄道の跡を探して歩く旅
が「廃線めぐり」です。昔と今の風景を比べ
ながら、線路が通っていた道をたどる旅は、
その街の歴史をたどる旅でもあります。当時
の面影を探しに出かけましょう。

　廃線歩きは下調べも重要です。そこで「藤
枝市郷土博物館」を訪ね、当時の走行ルート
を確認し、現在も痕跡が感じられそうな場所
をチェック。偶然出会った地元の方から「高
校生の時、瀬戸川を渡る上り坂では、人が車
両を押した」と体験談も聞くことができ、楽し
い収穫となりました。初めての廃線めぐりは、
自分の思い出のある鉄道や、故郷の鉄道な
ど身近な廃線を選んでみるのもおすすめで
す。あなただけの記憶を拾い集めてみませ
んか。

　今回、訪れたのは日本一長い軽便鉄道
「静岡鉄道駿遠線」の大手～新藤枝のルー
トです。
　藤枝と相良方面をつなぐ「藤相線」と、袋
井から遠州灘に伸びる「中遠線」がつなが
り、それぞれの路線を延長・接続した「駿遠
線」は全長64.6km。戦後日本一の営業距離
を誇りました。地元では「け～べん」の愛称で
親しまれ、大手から新藤枝までの「大手線」
は、特産品のお茶やみかんの輸送や、通勤・
通学として利用されました。夏は静波・相良へ
向かう海水浴客が大勢乗車したそうです。
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清水市内線（静岡鉄道㈱提供） 静岡市内線（静岡鉄道㈱提供）

駿遠線（藤枝市郷土博物館提供）駿遠線（藤枝市郷土博物館提供）

駿遠線（藤枝市郷土博物館提供）
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廃線となった鉄道は、道路や宅地になっていたり、
公園や遊歩道に生まれ変わったり、様々です。
探訪してみたい廃線が決まったら、
地図で探して、現地で比べて…
自分だけの発見を楽しんでみましょう。
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島田金谷
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磐田 御厨

小堤山トンネル（相良） 瀬戸川堤防 街路（新藤枝）

瀬戸川の堤防に沿って走っていた軽便
鉄道。線路の幅が762ミリと狭く、機関
車・車両も小型だったことが想像できる

駿遠線の上吉田～相良区間は太平洋
岸自転車道として利用され、煉瓦が美し
い小堤山トンネルは人気のスポット

  駿遠線の歴史がわかる
『藤枝市郷土博物館』

駿遠線を走った蒸気機関車B-15が保存・展示されている
藤枝市郷土博物館。2020年、駿遠線廃線50周年を機に
リニューアルされ、再現されたプラットホームに停車する「ケイ
ベン」が見られます。館内にはジオラマで再現された大手駅の
様子や、藤枝本町駅舎を模したドールハウスも展示。昭和55
年制作のビデオ「懐かしの軽便鉄道」など見所いっぱいです。

お話を伺った方
藤枝市郷土博物館 
学芸員
海野一徳さん

施設情報
藤枝市郷土博物館・文学館
静岡県藤枝市若王子500
054-645-1100
開館時間：午前9時～午後5時　
（月曜、祝日の翌日、年末年始を除く）

国 鉄 清 水 港 線 ／ 静 鉄 清 水 市 内 線・ ・

●橋梁・橋台
●線路跡（築堤・曲線・切通し）

●トンネル
●鉄道標識
●駅施設

●保存車両



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。

ネオン街で輝く光の中で、本物
のネオンサインはわずか数％?!
進化し続けるネオンの光、新たな
魅力をクローズアップ！

ネオンサインとは、ガラス管の中にガスを充填
し、電気を通して放電させる光のこと。赤と青
に発光する2種のガスをベースに、蛍光管や
着色管等と組み合わせ、様々な色やデザイン
を表現できます。LEDの光とは違う、柔らかみ
や温かみを感じる心地よさが魅力です。

身近な暮らしを彩る「テーブル・ネオン・
アート」一つひとつがオーダーメイド

ファッションショーや、ライブ、ビデオ、
CM等を演出

ネオン管の端材を再利用して作るネオ
ンジュエリー

800℃の炎を放つガスバーナーでガラス管を自在に成形。二次元の
図面を頭の中で三次元に変換、手作業で管を曲げていく熟練の技。

管内を真空にして、赤色に発光するネオンガスを充填。
不純物を除くことで30年ぐらい変質しない。

ネオンとは、どんな光?
東京オリンピック以降、高度経済成長とともに
全盛期を迎えたネオンサイン。その後、低コス
ト、大量生産、省エネという時代の波が押し寄
せると、主流はネオンサインから蛍光灯や
LEDに。現在「ネオン街」で輝く光の中でネオ
ンサインはわずか数%。貴重な少数派です。

ネオンの歩み、そして現在

職人技から生まれる
ネオンサイン、
炎を操る光のアート

お話を伺った方
アオイネオン株式会社
事業企画部 部長  荻野 隆さん
静岡市葵区新伝馬1-3-43
TEL.054-204-0900
https://www.aoineon.com
ワークショップ情報も
ホームページをチェック！

複数のアーティストによる
ネオンアート作品が松坂屋に集合！

大ネオン展（仮）

松坂屋静岡店　TEL.054-254-1111
※お出かけの際は、新型コロナウイルス感染症対策に
　ご留意ください。

現在、全国でわずか50名と減少している現役のネオン管職人。
県内でも希少な存在、アオイネオンの横山氏が

ネオンマイスターとして技術の継承に努めている。

機械では作れないネオンサインを“消滅”の危機か
ら救うためにも、アオイネオンでは、ネオンサイン
の技術を文化として継承する様々な取り組みを展
開中。工房の公開やワークショップ、異業種とのコ
ラボ、イベントへの参加など様々な活動を通してネ
オンサインの新たな可能性を広げています。

「産業」から「アート」へ広がる
ネオンの世界！

アート

★イベント情報

2020.12/4～2021.1/11（予定）

エンター
テイメント ファッション

※オンラインで購入可能　
https://neoneonjewelry.stores.jp/



糖度が高くて味が濃厚なハイナンのみかん！
私たちが一般的に「みかん」と呼んでいるものは、「温州み
かん」をさし、早生みかんや青島みかんはその一種。県内各
地でさかんに栽培されていますが、牧之原市・吉田町・御前
崎市にあたるハイナン地域でも、レタスやお茶と並ぶ特産
品です。温暖な気候と豊かな土壌で栽培されたみかんは、
糖度が高く、味が濃厚なのが特徴。JAハイナンの柑橘委員
会では、その中からさらに糖度が13度以上で、酸味が低い
青島みかんを選りすぐり、「エリート」として出荷しています。

成熟時期により品種が分かれるみかんですが、その食味に
も違いがあります。9月～11月頃に出回る、日南みかん、
ゆら早生、興津早生などの極早生みかん・早生みかんは、
「じょうのう」と呼ばれるみかんの袋が薄く、甘みと酸味のバ
ランスがよく、食べやすいのが特徴。一方、12月～3月頃に
出回る青島みかんは、収穫当初は酸味が強いですが、貯蔵
することで酸味が適度に抜け、甘みが増すので、甘さを重
視する方におすすめです。

★品種

★販売時期

みかん

効用

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

JAハイナン　
ほうせん館店長
大井克己さん

お話を
伺った方

静岡県は
普通温州みかんの
結果樹面積日本一！

おいしさそれぞれ！早生みかんと青島みかん

極早生みかん（日南みかん、ゆら早生等）
早生みかん（興津早生等）　青島みかん

極早生みかん・早生みかん：9月下旬～11月下旬
青島みかん：12月中旬～3月下旬

ビタミンC
●免疫力を高め風邪予防
●動脈硬化や脳梗塞などの予防
●美肌効果●発がん性抑制　など

β-クリプトキサンチン
●骨粗鬆症の予防●糖尿病の予防●免疫力を高める
●美肌効果●発がん性抑制　など　

●橙色が濃いもの
●まん丸ではなく、平べったい形のもの
●皮はやわらかくしっとりしているもので、
　表面のつぶつぶが小さくて多いもの

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ほうせん館（豊鮮館）という愛称は新鮮で、豊富な農産物があふれ
るお店をイメージしてつけられました。地元農家のおいしいみか
んがずらりと並びます。

〒421-0421　静岡県牧之原市細江1986-1
年中無休（年始を除く）　午前9時～午後5時まで　
※新型コロナのため当面、短縮営業 0548-24-1177

「ほうせん館」
JAハイナンの ファーマーズマーケット

おいしい
みかん選びの
ポイント



第三回「相続で困った事例」

対策とポイント

※ 農中信託銀行はＪＡグループの信託銀行です。
※ 代理店が行う遺言信託代理業務は契約締結の媒介です。
※ 遺言信託には所定の費用等が必要となります。また身分に関する事項についてはお引受けできません。

［遺言信託代理店］

まとめ 『事前に考えておきましょう！』

対策とポイント

ＪＡ伊豆の国　ＪＡなんすん　ＪＡ御殿場　ＪＡ富士市　ＪＡ富士宮　ＪＡ静岡市　ＪＡハイナン　ＪＡとぴあ浜松
（なお代理店ごとに取扱店舗が定められています。）

　Aさんは専業農家でした。財産
は市街化調整区域の自宅と農地
と若干の預貯金のみで、長男が跡
取りとして会社に勤めながら農業
を手伝っていました。長女は東京に嫁いでいます。
Aさんは２年前に事故で突然亡くなりました。何も相続対策は講
じておらず、案の定、遺産分割協議は揉め、長女に農地の一部を
分けることで決着しました。
　１年後その土地は荒れ放題でまわりに迷惑をかけています。

　Bさん夫婦には子供がいませ
ん。Bさんは病のため余命半年と
宣告されました。
　妻は、「子供がいない夫婦の場
合、遺言が必要だ」とテレビ番組で観ていたので、夫にそれとなく
頼みましたが、Bさんは、「遺言書を作ると兄や弟に失礼になる。
誰も何も言わないよ」と遺言書は残しませんでした。
　Bさんの葬儀後、Bさんの兄弟の一人から法定相続に基づく遺
産分割を持ち出され、他の兄弟も同調し、結局、兄弟に財産分け
をしました。
　妻は、夫婦二人で築き上げた財産を、なぜ兄弟にも分けなけれ
ばならないかと、やるせない思いでした。

専業農家Aさん
（男性）のケース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●農業を維持するためには農地を細分化してはいけません。特に、農地を管
　理できない人が相続すべきではありませんでした。
●他に財産がなければ代償分割（※）という方法もあります。
●長男が後継者なので、長男に相続させる遺言を早く作っておくべきでした。
※代償分割とは、1人または数人の相続人が財産を取得して、他の相続人には代償金を
　支払うことによって清算する遺産分割の方法です。

●遺言書があれば、妻にすべての財産を承継させることができました。兄弟姉
　妹（甥・姪）には遺留分（※）はありませんので、財産を分ける必要もありませ
　んでした。
●妻からすれば遺産分割協議をするのも負担であり、「遺言を残しておいてほ
　しかった」という典型的なケースです。
●将来どちらが先にお亡くなりになったとしても対応できるように、夫婦がお
　互いに自分の財産を相手に相続させる内容の遺言を作り、それぞれが亡く
　なったときには誰に財産を渡すのか決めておくと良いでしょう。
※遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟
　姉妹（甥・姪）以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利があります。

　どちらの事例も、遺言書があれば相続人が困ることはなかったかも知れません。亡くなったAさんやBさんにとっても、財産が散逸することは予期せぬ
ことだったと思います。事例のようにならないためにも、あらかじめ遺言書を残しておくことが大切です。その際には、専門家に相談しながら作ることを
お勧めします。
　そして、せっかく遺言書を作るのでしたら「公正証書遺言」がお薦めです。静岡県のＪＡでは、農中信託銀行の遺言信託代理店として、以下のＪＡで遺言
信託を取り扱っています（ただし、組合員様限定です）。詳しく知りたい方は、お気軽にＪＡにご相談ください。（※）

　相続が起こると、ご遺族は悲しみに暮れる間もなく相続手続きを行わなければなりません。手続きは色々と面倒なだけでなく、中には相続人同士の
折り合いがつかず困ってしまうケースもあります。
　今回は、遺産分割において困ってしまった事例を紹介します。心当たりのある方は事前対策の参考にしてみてください。

子どもがいないＢさん
（男性）のケース

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

事例 その1

事例 その2

長男に相続させる遺言書を作り、
遺言の趣旨や思いを

付言に残しておきたかった
ものです。

遺言は遠慮してはいけません。
このようなケースこそ
作成しておくべきでした。



税理士　柴原一

新型コロナウイルスに関する緊急経済対策として、様々な給付金や助成金が交付されています。
今回はこれらについて、所得税の観点からの取り扱いをご紹介します。

新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して
国等から支給される主な助成金等の課税関係（例示）

●特別定額給付金（新型コロナ税特法４条１号）
●子育て世帯への臨時特別給付金（新型コロナ税特法４条２号）

２

（注１）持続化給付金を受け取ることができるのは原則として事業所
得者ですが、例外的に給与所得者や雑所得者も申請することができ
る場合があります。持続化給付金を給与所得者が受け取った場合は
一時所得、雑所得者が受け取った場合は雑所得となります。

（注２）新型コロナウイルス関連の支援として大学生が大学から学資
を賄うために支給された支援金は非課税となります。支援金の使途
が特に限定されていないと認められる場合は一時所得です。ただし、
一時所得は、年間の合計額が５０万円を超えない限り課税対象とは
なりません。

１ 国等から支給される主な助成金等の課税関係（例示）
（新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるものを除く。）

●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
　（雇用保険臨時特例法７条）
●新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
　（雇用保険臨時特例法７条）

●学資として支給される金品（所得税法９条１項１５号）
　・ 学生支援緊急給付金
●心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
　（所得税法９条１項１７号）
　・ 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
　・ 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
　・ 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置にお
　　ける割引券

●持続化給付金（事業所得者向け）（注１）
●家賃支援給付金
●農林漁業者への経営継続補助金
●文化芸術･スポーツ活動の継続支援
●東京都の感染拡大防止協力金
●雇用調整助成金
●小学校休業等対応助成金
●小学校休業等対応支援金

●雇用保険の失業等給付（雇用保険法１２条）
●生活保護の保護金品（生活保護法５７条）
●児童（扶養）手当（児童手当法１６条、児童扶養手当法２５条）
●被災者生活再建支援金（被災者生活再建支援法２１条）

●簡素な給付措置（臨時福祉給付金）（措置法４１条の８１項１号）
●子育て世帯臨時特例給付金（措置法４１条の８１項２号）
●年金生活者等支援臨時福祉給付金（措置法４１条の８１項３号）

●学資として支給される金品（所得税法９条１項１５号）（注２）

●肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

●すまい給付金
●地域振興券

●企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券
　（通常時のもの）

　新型コロナウイルス感染症等の影響
に伴い、国や地方公共団体から助成金や
給付金が支給されていますが、
こうした助成金などは所得税
がかかりますか。

　国や地方公共団体からの助成金、給付金、支援金などの名
称で支給されるものについては、個別の助成金等の事実関
係によって、次のとおり課税関係が異なります。具体例につ
いては、国税庁から、新型コロナウイルス関連の助成金とそ
れ以外の助成金とに分けて、次のような例示が公表されてい
ます。（一部改訂）

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

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

今後の状況によっては、新たな支援制度や非課税枠の拡大などの対策が講じられる可能性もあります。常に最新の情報をチェックしましょう。

【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】

【事業所得等に区分されるもの】

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

【所得税法が非課税の根拠となるもの】

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】

【所得税法が非課税の根拠となるもの】

【雑所得に区分されるもの】

【事業所得等に区分されるもの】

【一時所得に区分されるもの】
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発行元　
静岡県信連JA企画推進部

応募方法

2020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

2020/11 第39号
今回の色図鑑では「アオイネオン」を取材し、ネオン職人の横山さんにネオンづくりを見せ
ていただきました。平面に書かれた図面から、三次元の形を思い浮かべて、ネオン管を曲
げていく技術は圧巻。ひとつひとつ手作りだからこそ見える職人さんの個性や技術、光の
あたたかみなど、ネオンの魅力を実感しました。また、アオイネオンで開発された低電圧で
発光するネオンは、アート作品として、インテリアやイベント装飾などに使われ、新しい活
路を見出しています。古きよきものを継承していく秘訣は、新しい技術と発想にあるのか
もしれません。これからますます広がっていきそうなネオンの世界に注目です。

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。

静岡県の鉄道…1名様
今と昔の鉄道の写真が
豊富に収録されています。

パスケース…2名様
仔牛の革を使用した
高級感のある素材です。

藤枝市郷土博物館オリジナル
軽便トートバッグ…2名様
軽便「B15」をあしらった
おしゃれなデザインです。

駿遠線「さざなみ号」の刺繍がついています。

藤枝市郷土博物館オリジナル
軽便タオルハンカチ 2枚組…2名様

ネオンジュエリー ピアス（右）…1名様
ネオンジュエリー イヤリング（左）…1名様

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

ネオン管のガラス端材で作られたジュエリーです。

見本


