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舟山のイシバ Stone walls in Funayama
ふ な や ま

Izu Peninsula
UNESCO 
Global Geopark

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

御浜岬
Cape Mihama

戸田 Heda

達磨山
Darumayama volcano

(982m)
金冠山
Mt.Kinkanzan

(816m)

駿河湾 Suruga Bay

現在地
You are here

舟山
Funayama

17

舟山の緩斜面を作った土砂
Sediments that made the gentle slope of Funayama

達磨山の溶岩
Lavas of Darumayama volcano

ゆめとびら舟山
Yumetobira Funayama

駿河湾
Suruga Bay

神明神社
Shinmeijinja Shrine

八木沢
Yagisawa

神明神社
Shinmeijinja Shrine

舟山の緩斜面を作った土砂
Sediments that made the gentle slope of Funayama

達磨山の溶岩
Lavas of Darumayama volcano

至：土肥to Toi

舟山のイシバ（石垣）
Stone wall in Funayama

The Izu Peninsula has many coasts with steep cliffs. Fu-

nayama village is located on a gentle slope in such 

coast. The house grounds and cultivated lands in the 

village are developed by leveling the sloped land, so 

you can see many stone walls which develop the flat 

lands in the village.

The land around Funayama was formed by Darumaya-

ma Volcano, which had been erupting until  about 

500,000 years ago. This volcano has been eroded for a 

long time after the eruption. And the sediments that 

flowed down the rivers due to erosion accumulated 

thickly, and the gentle slope of Funayama was formed. 

Therefore, many large rocks can be found in the three 

rivers flowing through the village and on coastal cliffs.

　伊豆半島には、山が海まで迫り、けわしい崖が続く海岸が多く

あります。舟山の集落はこうした海岸線の中の緩やかな傾斜地に

あります。集落内の家の敷地や畑は傾斜地を階段状に造成して作

られているため、立派なイシバ（石垣）があちこちで見られます。

　舟山のまわりの大地は約50万年前まで噴火を繰り返していた

達磨火山が作りました。噴火を終えた達磨火山は長年の浸食によ

って削られてきました。こうして削られ川を流れ下った土砂が厚く

たまり、舟山の緩斜面ができました。そのため、集落内を流れる3

本の川や海岸の崖ではたくさんの大きな岩が見つかります。
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