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函南町は︑静岡県伊豆半島の玄関口︑箱根の南

に 位 置 し︑都 心 へ 約 １ 時 間 と 便 利 な 地 理 的 条 件

と︑富 士 山 の 眺 め を は じ め︑風 光 明 媚︑気 候 温 暖

で︑豊かな自然環境に恵まれた町です︒

地 域 資 源 も 豊 か で︑国 指 定 重 要 文 化 財 で あ る

﹁阿弥陀三尊像
︵あみださんぞんぞう︶
﹂な ど を 展

示する
﹁かんなみ仏の里美術館﹂
︑国指定史跡で古

墳 時 代 の 横 穴 墓 で あ る﹁ 柏 谷 横 穴 群︵ か し や よ こ

あなぐん︶
﹂
︑国指定天然記念物の北伊豆地震の時

に活動した﹁丹那断層帯︵たんなだんそうたい︶﹂︑

国の選定による水源の森百選に選ばれた
﹁函南原

生林﹂︑３６０度ワイドな展望の絶景ポイント﹁十

国峠﹂など︑歴史と文化のある癒しの地です︒

特産物は︑１ ４０ 年の歴史を誇る﹁丹那牛乳﹂︑

﹁函南すいか﹂
︑ト マ ト や イ チ ゴ な ど の 農 産 物 で

年５月にオープンした道の駅
﹁伊豆ゲー

29

す︒是非ご賞味ください︒

平成

トウェイ函南﹂は︑伊豆半島全体の情報の発信拠

点として︑また︑農業・観光・産業・交流の活性化を

年４月には隣接して狩野川沿い

31

促す場として︑多くのお客様にご利用いただいて

おります︒平成

に﹁川の駅﹂もオープンし︑防災機能も充実した伊

豆 半 島 の 玄 関 口 に ふ さ わ し い 道 の 駅・川 の 駅﹁ 伊

豆ゲートウェイ函南﹂が誕生しました︒

これらの施設と恵まれた地域資源やすばらし

12

い景観を活用することにより︑町内はもとより日

情報発信や観光・交流・

本︑そして世界との交流機会が飛躍的に向上する

10

29

ことが期待されます︒

未来へ輝く 子育て

年４ 月 に ス タ ー ト し た 第 六 次 函 南 町 総

08

平成

自然を楽しむ

合計画では︑町民が安心して快適に生活でき︑町

06

を訪れる方も町の魅力や活力を感じるよう将来

函南の四季折々

都市像を﹁環境・健康・交流都市 函南﹂と定めてお

04

り︑その実現に向け︑着実︑実践的に︑希望と元気

KANNAMI MAP

のあるまちづくりのために全力を尽くしてまい

02

ります︒

町長挨拶

是非函南町にお越しいただき心も身体も癒さ

Contents

れてください︒皆様のお越しを心よりお待ち申し

上げます︒

目次

函南町町長

仁科

喜世志

MAYOR OF KANNAMI KIYOSHI NISHINA

災害時の拠点に
かんなみブランド

14

Kannami Town is the gateway to the Izu Peninsula in Shizuoka Prefecture,
located in south of Hakone, and has convenient geographical condition of

奇祭 かんなみ猫おどり

16

神仏の世界

18

approximately one hour to the inner city. The town is blessed with scenic
beauty, climate-warming, and rich natural environment including the view
of Mt. Fuji.
The town has rich regional resources. First, “Amida Sanson Statues” are
exhibited in “Kannami Buddha statues Museum”. Second, there are tunnel

歴史の足跡

19

tombs, which is called “Kashiya Yokoanagun”. Third, “Tanna fault belts” can
be seen as nationally designated natural monument. Furthermore, people

読書のまち

20

スポーツのまち

enjoy “Kannami primeval forests” and “Jukkoku Ridges”.
Special products are agricultural produces such as “Tanna milk”, which habe
140-year history, “Kannami suika”, tomatoes and strawberries. Please enjoy
them.

函南町の歩み

21

In May 2017, “Izu Gateway Kannami”, a roadside station was built as the
center of information from whole Izu Peninsula. Furthermore, this station

環境・健康・交流都市 函南

22

can not only inspire agriculture, tourism, industry, and exchanges, but also
become the facility of protection against disasters. In April 2019, a river
station was opened along the Kano River, and the “Roadside Station・River
station Izu Gateway Kannami”, the entrance of the Izu Peninsula , was born.
By utilizing these facilities, rich local resources, and wonderful scenery, it is
expected that opportunities to interact not only in town but also in japan
and the world will be dramatically improved.
In the sixth Comprehensive Plan of Kannami town, which started in April
2017, we set up “Kannami-the Town of Comfort, Health&Friendship”, the
image of Kannami in the future that all people can libe comfortably and feel
fascination and power of our town. To realize that and make the town ﬁlled
with hope and energy, we will do our best steadily and practically.
Please come to Kannami town and heal your body and mind. I am looking
forward to seeing you from bottom of my heart.

Kannami ー the Town of
Comfort , Health & Friendship
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KANNAMI
MAP
かんなみ知恵の和館

かんなみスポーツ公園

かんなみ仏の里美術館

かんなみスポーツ公園は、函南町を含めた周
辺地域のスポーツ振興の拠点・憩いの場・交流

かんなみ仏の里美術館には、国指定重要文化
財の阿弥陀三尊像（鎌倉時代・実慶作）や県指

の場として、また災害時には、防災活動に役立
つ施設として整備をし、全体計画面積 22.8ha
の内約 8.0ha が開園しました。

定有形文化財の薬師如来坐像（平安時代作）
、
十二神将立像などの仏像群 24 体が展示されて
います。

Kannami Sports Park

Kannami Buddha statues Museum

We made the park to develop the popularity of
sports around Kannami, and hope it will be a
center of recreation and relaxation.
The Sports Park, now encompassing 8.0ha, will
eventually be expanded to 22.8ha. When a disaster
occurs, it will be a place that we can run to.

"Kannami Buddha statues Museum" is a hub for
tourists who can see three Amida statues and the
Yakushinyoraizo, a designated prefectural cultural
property donated to the town from Kuwaharaku. Twenty-four statues of Buddha, including the
Twelve Heavenly Seuerals, are enshrined there.

酪農王国オラッチェ

木立キャンプ場

柏谷公園

丹那盆地に、作る人と食す人が触れ合う空間
を目指して開国しました。バターやアイスの手
作り教室や乳搾りなどの体験ができます。

観音滝の近くで、豊かな自然と来光川の支流
に囲まれた施設。利用期間は４月 20 日～ 10 月
31 日まで。生涯学習課（979-1733）で予約が
必要です。

柏谷横穴群を含む約 6.2ha の公園。野球場、
多目的広場、イベント広場などがあり、公園の
シンボルでもある、からくり時計「ブナおじさ
ん」は子どもたちにも大人気です。

Grove campground

Kashiya Park

Near Kannon Waterfall and tributaries of the
Raikou River, this facility is surrounded in rich
natural beauty.
The Campground is opened every year from April
20th to October 31th with a reservation available.
Reservation desk: TEL 055-979-1733

This 6.2ha park features the Kashiya horizontal
hole group geologic formation. There are also a
baseball field, multi-purpose open space and an
event plaza. And a symbol of the park, trick clock
"Buna uncle" is popular among children.

函南町立図書館
交流センター

函南町子育てふれあい・地域

赤ちゃんからお年寄りまでが気軽に集い、世
代を超えたさまざまな人が触れ合い、支えあい、
分かちあえる交流の場です。

Kannami Wisdom Community Center
Kannami Public Library Kannami Center
for Children and Local Exchange.
This is the place where children and older people
gather cheerfully. A variety of folks from all age
groups can come into contact, help each other,
and share their feelings together .

Oratche Dairy Farming Kingdom
"Oratche", in Tanna basin as a dairy farm was
opened with the aim of creating a "space where
people who eat interact with people who make".
You can enjoy making butter and ice cream by
youself, and milking a cow.

函南町は静岡県東部伊豆半島の玄関口に位置し、丹那
トンネルの西口のJR函南駅は、東京駅から100km圏の距
離にあります。
Kannami town is the entrance of Izu Peninsula in eastern
Shizuoka Prefecture. JR Kannami station is less than 100 km
from Tokyo station. It is bounded by the watershed of the
Hakone Mountain. It is close to Atami to the east and Yugawara
and Hakone-machi to the northwest. It is also fronted Mishima
and Numazu city to the northeast, and Izunokuni city to the
south.

畑毛温泉

湯～トピアかんなみ

道の駅・川の駅 伊豆ゲートウェイ函南

効能豊かな国民保養温泉として湯治客にも有
名です。歌人・若山牧水も「長湯して飽かぬこ
の湯のぬるき湯にひたりて安き心なりけり」と
畑毛温泉を詠んだ歌を残しています。

大風呂をはじめ露天風呂、高温サウナ、オン
ドルサウナなど、８種のお風呂を用意していま
す。疲れをとりのぞき心と体のリフレッシュを
実現する湯のテーマパークです。
心も体もときほぐし、日頃の疲れを思う存分
洗い流してください。

伊豆の玄関口として、伊豆の「モノ」「コト」
「ヒト」が集まり、それを面白くタイムリーに発
信する新しい形の道の駅と川の駅です。２つの
駅を繋ぐ展望歩道橋「富士見橋」や展望テラス
は富士山の絶景フォトスポットです。

Hatake hot spring
Hatake hot spring is a thereputic public spa, well
known both as a recreation spot and place to be
cured of oneʼs ailments. Famed tanka poet Bokusui
Wakayama once wrote about Hatake hot spring.
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Yutopia Kannami
Yutopia Kannami oﬀers eight types of baths, such
as including a large bath, an open-air bath, a hightemperature sauna, and an ondol sauna.It is a hot
water theme park to refresh the mind and body ,
and remove your daily stress.

箱根山脈の分水嶺を境とし、東は熱海市、北東に神奈川
県湯河原町および箱根町に接し、北西は三島市と沼津市、
南は伊豆の国市に接しています。
町の地域構成は、箱根山頂から西に向かって、山間地、

The town is consisted of mountain area, hilly area, and ﬂat land

丘陵地、平坦地に大別され、山間地は土質が第３紀層の火

area from Hakone to the east. The soil in mountainous area is

山灰で、標高1,004mの鞍掛山、799mの玄岳が連なり豊か

volcanic ash of tertiary layer. Kurakake mountain and Kurotake
mountain create a rich natural landscape.

な自然景観を有しています。丘陵地は、なだらかな大地が

In hilly area, there are farming region with gentle earth. Flat land

つづき畑作地帯です。

area is rice paddies region occupying Tagata plain of quaternary

Izu Gateway Kannami

layer of alluvial soil. Sixty percent of the town population live

As a gateway to Izu, it is a new form of roadside
station and river station where Izu's "things,"
"events," and "people" are sent out by gathering
together. "Fujimibashi", an observation footbridge
connecting two stations , and the observation
terrace are superb photo spots of Mt .Fuji.

there and form a city area.

平坦地は、第４紀層の沖積土で田方平野の一角を占め
る水田地帯です。また、人口の約60パーセントが集中し、
市街地が形成されています。

函南町町勢要覧
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２

仁田さくら公園の桜

6
Lots of scenery places with rich nature & history―characteristic 4 seasons in Kannami.

函南の四季折々

夏
夏夏

函南町の豊かな自然と深い歴史がおりなす美しい四季は見どころ満載︒

冬
冬冬

玄岳からの富士山

苔のむす高源寺参道

６
12

無病息災を願う﹁どんど焼き﹂

水面に映る紅葉

田方平野の逆さ富士 ６

かんなみの桜と菜の花 ３

１

青空とマリーゴールドの花畑 ５

２
４

11

稲穂と秋の空 ９

稲刈り後の丹那盆地 ８

‐ Ｓｕｍｍｅｒ ‐

７

４

他にはない函南の四季をご覧ください︒

‐ Ｓｐｒｉｎｇ ‐
‐ Ａｕｔｕｍｎ ‐

函南町町勢要覧
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10

だいこん畑と富士山
11

５

12

３

‐ Ｗｉｎｔｅｒ ‐
丹那から望む初日の出
10

春

秋

９

１
８ ７

4 seasons in Kannami.

自然を楽しむ
木々を仰ぐ

が植樹され︑
﹁かん

４１０本の河津桜

なみの桜﹂として育
てられてきました︒
２月下旬〜３月上
旬が見頃の早咲き
の桜です︒桜と一緒

川辺を楽しむ

大場川
箱根山の西麓
に 源 を 発 し︑
流域に大小い
くつもの集落
をつくり大場

川 と な り ま す︒間
宮・塚 本 の 先 で 狩
野川にそそいで
います︒

函南町町勢要覧

箱根峠︑広大な原生林が育む水︒豊潤な地下水︒
木々の間をぬって流れ出る清水はやがて小川となり︑町の中央部では来光川となっ

柿 沢 川 沿 い に

畑毛せせらぎ公園

早咲きの桜を楽しむ

て狩野川にそそいでいる︒日守山の山頂からは函南町の全域を一望できる︒

原生の森公園
函南町北東部来光川
の源流部に位置し標

治山事業により整備しま

休養の場として公共

保全とあわせて保健

域
︵ 保 安 林 ︶を︑国 土

ha

高４ ６ ０ｍ 〜６ ８ ０

に菜の花もお楽しみく

の地

し た︒
﹁ 函 南 原 生 林 ﹂沿 い

ださい︒

ｍ の 約 ・０

にある
﹁原生の森公園﹂
で

います︒

狩野川にそそいで

川に合流︑その先で

蛇ヶ橋付近で柿沢

川 と な り ま す︒

竹で合流し来光

る二つの川が大

掛山に源を発す

全長約

来光川

は︑展 望 台 か ら 駿 河 湾 等

川辺を歩く

㎞︒鞍
14

伊豆半島ジオパーク
函南エリア ジオサイト

Daiba River

14

IZU PENINSULA UNESCO GLOBAL GEOPARK

の遠望を楽しむことがで
きます︒

㎞︒天

伊豆半島一の大河

狩野川
全長約

１：火雷神社（田代盆地）２：柏谷横
穴群（柏谷）３：西丹那駐車場（玄岳）４：
月光天文台（月光天文台）５：丹那断
層公園（丹那盆地）６：十国峠展望台（十
国峠）７：オラッチェ（丹那盆地）

Raikou River

ジオパークとは︑
﹁大地の成り立ちや地形︑地質をテーマに
した自然公園﹂を意味します︒伊豆半島は平成 年４月にユネ
スコ世界ジオパークに認定されました︒
函南町内のジオサイト︑ジオポイントの一部をご紹介します︒
30

城山に源を発
する伊豆半島
一の大河︒町内
を通り︑沼津港

付近で駿河湾にそ
そいでいます︒

富士山を望む

日守山
正式名称を
﹁大
嵐 山 ﹂と い い︑
標 高 １ ９ １ｍ
の山です︒山頂
から函南町を
見渡せるのはもち
ろんのこと︑
沼津︑
三 島︑富 士 山 や 箱
根 山︑駿 河 湾 ま で
眺めることができ
ま す︒家 族 そ ろ っ
てのハイキングに
も最適です︒

３

42

8
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Primeval Forest Park

Hatake murmuring park
６
７

４
５

１
２

Kano River
Mt. Himori

未来へ輝く子育て
「かんなみ知恵の和館」で

In Child Exchanging Child Rearing Center, we hold lectures and events for families all the year. To make parents
and their children smiled, we oﬀer chance to have relaxing time with families, get exciting experiences, and
enjoy child rearing with friends.

In the library, there are many picture books for parents and their children to spend enjoyable time. We hope

少 子・ 超 高 齢 化 社 会 が 進 む 中︑ 高 齢

Kannnami Wisdom Community Center

者 が 生 き が い を 感 じ︑ 子 育 て 世 代 が 安
心して子育てができるような環境を構
築 す る た め︑ 子 ど も か ら お 年 寄 り ま で
が気軽に集える﹁学習﹂
﹁文化﹂
﹁交流﹂
の拠点として世代を超えたさまざまな
人 が 触 れ 合 い︑ 支 え 合 い︑ 学 び︑ 分 か
ち合える交流の場となる施設が子育て
交流センターと図書館の複合施設の﹁か
んなみ知恵の和館﹂です︒

子 育 て 交 流 セ ン タ ー で は︑ 子 育 て
世 代 を 対 象 と し た 親 子 で 触 れ 合 い︑
交流できる講座やイベントなど年間
を通して開催しています︒家族でゆっ
た り 過 ご し た い︑ わ く わ く す る よ う
な 体 験 を し た い︑ 友 達 を つ く っ て 子
育 て を 楽 し み た い︑ 子 育 て の 相 談 を
したいなど多くの親子が笑顔になれ
る子育て環境を提供していきます︒
図 書 館 で は︑ 読 書 を 通 し て 情 緒 豊 か
な 子 ど も を 育 む と と も に︑ 親 子 で 楽 し
い 時 間 を 共 有 し て も ら う た め に︑ 多 く
の絵本や児童書などを所蔵しています︒
ま た︑ お は な し 会 や 工 作 教 室 な ど さ ま
ざまな特色ある活動を実施しています︒

これらの活動が高く評価され︑平成
年４月には﹁子どもの読書活動優秀
実践図書館﹂として文部科学大臣表彰
を受賞しました︒

10
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children get beautiful mind through reading books.
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来 へ 輝 く子育て
未

道の駅・川の駅

伊豆ゲートウェイ函南

—
10

情報発信や観光・交流・災害時の拠点に

—

5

4

6

13

1

12

11

7

ウェイ函南﹂は伊豆半島の玄関

道 の 駅・ 川 の 駅﹁ 伊 豆 ゲ ー ト

駅として伊豆半島の特色ある

ク︵伊豆半島に８駅︶の１つの

また︑伊豆道の駅ネットワー

の促進を図る取り組みが評価さ

口に位置し︑国道１３６号線バ

れ た﹁ 重 点﹃ 道 の 駅 ﹄
﹂に選定

﹁コト﹂﹁ヒト﹂が集まる情報基

地として︑伊豆半島の道の駅と

の連携を図りながら伊豆地域を

観光する皆さんに︑季節ごとの

イパスを挟み東側が道の駅︑西 ﹁ 道 の 駅 ﹂ が 連 携 し︑ 観 光 周 遊

道の駅は︑伊豆半島全体の道

さ れ て い ま す︒ 伊 豆 の﹁ モ ノ ﹂

側が川の駅となっています︒

路情報や観光情報の発信拠点と

して伊豆半島の特産品などを

し︑観光産業の活性化を促す役

割や災害時の避難地としての防

災機能があります︒

15．アウトドアスポーツの体験

花やイベントなど旬な情報を提

14．水遊び場（ワンド）

７．「いず鮨」店内

川の駅は︑水防活動を支援する

13．水辺の広場

６．観光案内所

供していきます︒

13 函南町町勢要覧

12．水防多目的センター

５．物産販売所「いずもん」店内

施設としての役割のほか︑狩野川

11．狩野川展示館・観光資料館

道 の 駅 で 運 転 の 疲 れ を 癒 し︑

10．空からの「伊豆ゲートウェイ函南」

４．伊豆ゲートウェイ函南マスコット

に関する学習の場︑河川を利用し

３．道の駅からの富士山

キャラクター「マモリくん」

Cafe」店内

川の駅でアウトドアスポーツを

９．「KISETSU」店内

体験し︑心身をリフレッシュし

８．「Spoke

２．イベント広場

8

PR
てはいかがですか︒

１．開駅した道の駅

たアウトドアスポーツの場として

15

“Roadside station・River station Izu gateway Kannami” is located along
the National Route 136 bypass.
Roadside station was constructed as a facility which plays a role of
gateway to Izu Peninsula and disaster prevention. It also has functions of
revitalizing the town and Izu areas, promoting tourism, and protection
against disaster.
River station is a facility which supports ﬂood control, and used as a place
for learning about the Kano River and outdoor sports using the river for
exchange and relaxation.
“Izu Gateway Kannami” promotes sightseeing in cooperation with
the characteristic road station of the Izu Peninsula. As an information
platform for gathering Izuʼs “things”, “events”, and “people”, it provides
seasonal information such as ﬂowers and events to all people traveling
around the Izu area with the roadside station in the Izu Peninsula.
It offers relieving driving fatigue at Roadside station, experiencing
outdoor sports at River station, and refreshing your mind and body.

活用し︑交流の場︑憩いの場とし

14

ての利用を提供しています︒

Izu-gateway Kannami

9

2

3
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かんなみブランド
南箱根トマトジェラート

田農コーヒー

田農牛乳

農家のつくったいちごジャム

函南町の豊かな自然から生まれ、育まれ、愛されてきた自慢の逸品です。いずれも自信を持って紹
介できる品々です。ぜひ、手にとって、味わって作り手が心を込めた思いを感じてください。
Kannami Brand
“Kannami brand” is a proud gem raised and loved by the rich nature of Kannami. People in Kannami introduces it with conﬁdence.
Please feel the passion of creators by touch and taste.

青春トマトジャム

南箱根の厳選バター

青春ドライトマト

乳の粉

青春トマトピクルス

オラッチェ低温殺菌牛乳

丹那３．６牛乳

元祖たつみやの
お赤飯まんじゅう

HAKONAN 米

元祖たつみやの
うさぎのいちご大福

丹那ミルクの里のフロマージュ

函南生ぷりん

函南めぐり野菜

丹那のはちみつバター

丹那そば

伊豆丹那ビオトープ

15 函南町町勢要覧

平 函南西瓜
〇

飲んでやさしいヨーグルト

生乳鮮度にこだわった
丹那牛乳

丹那高原トマトジュース

丹那の朝のプリン

丹那断層コロッケ

燻製しょうゆ

富田製茶〈自家焙煎〉
ほうじ茶 強火煎り

オラッチェソフトクリーム

伊豆エールビール

わさびオイルソース

白井農園のトマトジュース

塩バターサブレ

函南クラシックぷりん

丹那特濃乳

丹那牛乳白いチョコレート

函南ミルキーコロッケ

丹那高原トマト

野菜ジャム なす

丹那のカニクリームコロッケ

函南町町勢要覧
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えたところそれ以来姿を見せなくなった…」という民話をもとに、
1987 年からまちおこしとして始められたイベントです。当初は丹
那小学校の校庭などで開催され、現在は狩野川河川敷や町内の中心
市街地、伊豆ゲートウェイ函南などで行われています。
In ancient times, a cat was living in Kannami. She could speak, play the ﬂute, sing and dance. One
day, her owner drove her out when he knew that. After this, no one saw her again.
Based on this folk story, this festival took place for revitalization of the town in 1987. Since then, the
festival is held every year in Kannami town.

17 函南町町勢要覧

奇祭

踊る猫がいた。しかし、飼い主がそれを知り、出ていくように伝

かんなみ猫おどり

猫おどりは「軽井沢地区に、人の言葉を話し、笛を吹き、歌って

函南町町勢要覧
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畑毛温泉裏山の大
岩に彫られている磨
崖仏。南北朝時代に
彫られたもので、町
指定の彫刻です。

悠久の歴史を
感じる

Magaibutsu
(Buddha statues in cliﬀs
and rocks)
Magaibutsu are carved into
large rocks on a mountain
behind Hatake hot spring.
Dating from the Nanboku-cho era, they are town designated
sculptures.

高源寺の山門
もの静かなわびの世界。舟山地区
にある高源寺は、源頼朝が文覚上人
と源氏再興の作戦計画を練った寺と
言われてます。
苔のはえた石畳や古色蒼然とした
趣は、心をしばし無限の世界へいざ
なってくれます。

山中城跡（岱崎出丸）

The main gate of Kougen-ji, a Buddhist
temple

国指定史跡。山中城は、後北条氏が
小田原を守る城として、永禄年間第3
代氏康の時に創築したと伝えられ、
1590年に落城しました。

Kougen-ji in the Funayama district is thought to
be the temple in which Minamoto no Yoritomo
discussed the strategic plan to revive his clan ʼʼ
Genjiʼʼ with the high priest Mongaku..

双体道祖神
江戸時代に疫病や災いが村に
入るのを防ぐために、村の入り口
にたてられたのが道祖神です。
この道祖神は、伊豆地方では珍
しい双体で享保二年（1717年）に
田代村が建てたと刻され、町指定
の民俗資料です。
Sotai Doso-shin (Twin ﬁgure deity)
In order to prevent plague and other woes from entering the
village in the Edo era, a travelers' guardian deity statue was
installed at the entrance. This double-bodied statue, rare in the
Izu region, is a town designated cultural property.

The ruins of a Yamanaka Castle
Yamanaka Castle was built in the Eiroku period
by the third lord of the Gohoujo clan to protect
Odawara.
Nationally designated historic site.

十二神将立像（本体像高85.5㎝〜 108.4cm）
箱根旧街道の
山中一里塚・石畳

丹那断層

Tanna Fault
Activity along the Tanna Fault in 1930 can be
seen at a glance at this nationally designated
natural monument. The surrounding area has
been developed as a fault park, which includes an
underground observation room and basin model
showing the fault lines.
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Old Hakone mountain cobblestone road
and milestone
This road was part of the old Tokaido road under
the direct control of the Edo Shogunate. The old
cobblestone road and milestone, a remnant of
old times, can be seen by the tea house along
national route 1. T milestone was the 26th on the
road from Edo.
Nationally designated historic site.

柏谷横穴群

昭和5年に活動した丹那断層のズ
レの跡が一目でわかる、学術的にも
大変貴重な国指定の天然記念物で
す。
箱根芦ノ湖から伊豆市
（旧修善寺
町）まで続く、長さ約30kmの丹那断
層帯の代表的な断層です。
指定地を含む周辺一帯が断層公園
として整備されています。園内には、
断層地下観察室や、断層線を示した
盆地模型などがあります。

国指定史跡。江戸幕府直轄の幹線
道路”東海道”の一部。
当時の面影を伝える石畳が国道1
号沿いの接待茶屋付近に残ってお
り、今でも旅姿の人が歩いてきそう
な雰囲気です。
江戸から26里目の一里塚で、東に
は天下の険・箱根、西には駿河の国が
広がっています。

神仏の世界

歴史の足跡

畑毛の磨崖仏

古えの文化と
ロマンに
触れる

阿弥陀如来及両脇侍像（阿弥陀三尊像）
ヒノキ材の一木割矧造で、はつらつとした作
風は、鎌倉時代初期の慶派の特色が表現されて
おり、写実的で力強い表現に優れています。奈
良仏師の集団「慶派」の仏師実慶作で、面貌や体
型、形状などは仏師運慶の作品に近いものとさ
れ、高く評価されています。また阿弥陀如来像
の蓮華座は、堂々とした形と力強い細部の意匠
が、鎌倉時代初頭の特徴を表す基準となるもの
として高く評価されています。
Amida Nyorai (Buddha Amida ﬁgure)
From one cypress tree, one sculpture of Buddha is made. The
Kei School of buddhist sculpture, which developed early in the
Kamakura period, produced strong, realistic representations.
Jikkei, a sculptor of the Kei School, made this work, respected
for its Unkei-style form. The imposingly strong build and fine
features of the Amida Nyorai statue are admired as typical of
the early Kamakura period.

薬師如来坐像

火雷神社の断層
昭和5年に活動した断層のズレの
跡が、当時のまま残されている神社
の石段と鳥居のズレでわかる、町指
定の天然記念物です。
Karai shrine Fault
Movement along the fault line which occurred in
1930 can be seen in the shifted stones on the left
side of the steps to the shrine and torii (gate).
Town designated protected site.

国指定史跡、通称「柏谷の百穴」
と呼ばれる横穴群。
6世紀末から8世紀末頃の200年
間にわたり営まれたお墓です。
Kashiya horizontal hole group
A nationally designated site, this horizontal
hole group is commonly called the "hundred
holes of Kashiya". These tombs date from the
end of the 6th century to around the end of
the 8th century.

十二神将立像は、当初は鎌倉時代初期に制作
されましたが、時代の変遷とともに傷んだり、壊
れたりした時に造り直しているため、時代の異
なる像で構成されています。
いずれの像もヒノキ材で、
「未」を除き一木割
矧造で、像高も１ｍ前後と大型で、十二体が揃っ
ていることも貴重です。
Junishinsho Ryuuzo(Standing statues of
Bhaisajyaguru's twelve divine generals)
They were made in early Kamakura period, but consisted of
different type because they were remade when they were
damaged.
Each statues is made from just one wood of Hinoki except
sheep statue. They are about 1m. It is valuable that they are all
together.

興聖寺の襖絵とマリア観音像
塚本・興聖寺の襖絵。描かれている鹿が抜け出
して悪さをしたという言い伝えがあります。
本堂には、江戸時代に隠れキリシタンが命がけ
で崇拝した「マリア観音像」があり、抱かれている
キリストの額には十字架がつけられています。そ
れぞれが町指定の文化財です。
（絵画・彫刻）

薬師如来坐像は、カヤ材の一木割
矧造で、制作年代は、体つきや円満な
顔立ちなどから、平安時代中期（11
世紀前半）頃と推測されています。鋭
い顔面の彫り、簡略ながら良くまと
まった衣の表現、胸・腹部の厚さな
ど、迫力を感じさせる造像であるこ
とからもこの時代の制作であること
がうかがわれます。
Yakushi Nyorai zazo(Wooden seated
statue of the Healing Buddha)
This Yakushi Nyorai zazo (wooden seated Healing
Buddha) is sculpted from one Kaya tree. From its
harmonious features, it is estimated to date from
the mid-Heian period (mid-11th century).

Kosho Temple sliding
door painting of the
Virgin Mary as the
Goddess of Mercy
Legend has it that the deer
depicted in the sliding door
painting at Kosho temple in
Tsukamoto once ran away
to do mischief. In the main
hall, there is a Maria Kannon
figure once worshiped by
the hidden Christians. Baby Jesus is embraced by Maria with a cross on his forehead. Both
are town designated cultural properties.

函南町町勢要覧
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函南町公共下水道供用開始

昭和 38・11

二葉保育園、丹那保育園が幼稚園となる

昭和 61・４

函南町中央公民館（現函南町文化センター）竣工

昭和 39・５

広報かんなみ１号を発行

平成１・10

蛇ヶ橋ポンプ場竣工

昭和 39・10

オリンピック聖火函南町を通過

平成４・６

阿弥陀三尊像が国指定重要文化財となる

昭和 39・11

消防団組織 16 分団から５分団へ

平成５・３

柏谷公園一部供用開始

昭和 40・７

狩野川放水路竣工

平成５・４

木立キャンプ場竣工

昭和 41・10

ごみ収集事業開始

平成５・５

昭和 43・６

広報かんなみお知らせ版１号を発行

昭和 43・11

函南中学校火災

昭和 44・４

新幹線三島駅開業

町制施行 30 周年記念事業
「函南 BIG KAN CAN まつり」
仁田さくら公園開園
三島函南広域行政組合設立

「町章」を制定

平成７・３

日守山公園開園

昭和 45・６

集中豪雨

平成８・３

丹那断層公園開園

昭和 46・４

丹那中学校を函南中学校に統合

平成８・８

函南町農村環境改善センター竣工

田方地区消防組合設立

平成８・12

保健福祉センター竣工

間宮幼稚園開園

平成９・４

西部コミュニティセンター竣工

昭和 46・９

熱函トンネル開通

平成９・５

中学校の給食開始

昭和 46・12

旧役場庁舎起工

平成９・６

エフエムみしま・かんなみ開局

昭和 47・３

函南中学校丹那教場（旧丹那中学校）廃校

平成９・８

みしま聖苑（葬祭会館）竣工

富士見台保育園廃止

平成９・９

酪農王国オラッチェ竣工

昭和 47・４

田方地区常設消防函南支署開署

平成９・12

熱函道路無料開放

昭和 47・12

町営東部簡易水道給水開始

平成 10・８

集中豪雨

昭和 48・３

熱函道路開通

平成 11・12

伊豆新世紀創造祭

昭和 48・４

町制施行 10 周年、「町の木」、
「町の花」

平成 12・３

観音川排水機場全施設完成

を制定
昭和 49・４

平成 14・３

田方北消防署新庁舎落成

東部保育園開園

平成 14・10

湯〜トピアかんなみ開館
畑毛せせらぎ公園開園

昭和 49・７

集中豪雨

平成 17・６

函南町役場庁舎竣工

昭和 50・３

県営駿豆水道受水開始

平成 19・３

東部保育園廃園

昭和 51・２

柏谷横穴群が国指定史跡となる

平成 19・４

仁田マーガレット保育園開園

昭和 51・４

田方広域公共下水道建設事業開始

平成 22・４

平井簡易水道が上水道へ統合

東小学校開校

平成 24・４

函南町消費生活センター開設

旧ごみ焼却場竣工

かんなみ仏の里美術館開館

昭和 52・12

沼津夜間救急医療センター開所

昭和 53・１

伊豆大島近海地震発生

昭和 53・４

西部保育園開園

平成 25・10

函南町中央公民館から函南町文化センターへ

昭和 53・８

第２浄水場通水開始

平成 26・２

東駿河湾環状道路（三島塚原 IC 〜函南

昭和 54・３

保健センター（現ふれあいセンター）竣工

昭和 54・４

西小学校開校

昭和 55・３

同報無線完成

昭和 55・４

ひまわり保育園開園

平成 27・４

美しい伊豆創造センター設立

昭和 56・４

函南さくら保育園開園

平成 27・11

函南町教育大綱を策定

昭和 57・４

東中学校開校

平成 28・４

消防救急の広域化（駿東伊豆消防本部へ）

平成 25・４

町制施行 50 周年記念式典
かんなみ知恵の和館開館

塚本 IC）開通
平成 26・４

函南スポーツ公園一部供用開始
函南町文化センターゾーン完成記念式典

「函南町民憲章」を制定

函南町教育支援センター開設

昭和 59・３

町制施行 20 周年記念式典

平成 29・５

道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」開駅

昭和 59・４

勤労者体育館（現函南町体育館）竣工

平成 30・４

伊豆半島ジオパークがユネスコ世界ジオ

昭和 59・10

丹那トンネル開通 50 周年

昭和 60・４

伊豆中央道一部供用開始

昭和 60・５

こだま苑竣工

パークに認定
平成 31・４

川の駅「伊豆ゲートウェイ函南」開駅

History of Kannami

・児童や生徒は、たくさん本に親しみ、読書習慣を身につけましょう。
・地域のことを知り、人生を深く味わうために、本から学びましょう。
・町ぐるみで、読書に親しむ環境を作りましょう。

近世

古代

スポーツを愛し︑健康でたくましい心と体をつくる

町制施行 40 周年記念式典

平成 15・５

・保育園や幼稚園の子どもたちは、絵本とともだちになりましょう。

ス ポ ー ツ のま ち

平成 15・４

町営キャンプ場を開設

を通じて、文化の向上につとめ、人にやさしいまちをつくりましょう。生涯にわたり、読書を楽しむ

・親子や家族、みんなで本を読みましょう。

か ん な み の 町 の 名 の 由 来 は﹁ 函 嶺 の 南 ﹂︒ 箱 根 連 山
の南斜面に位置し︑町の大部分はこの自然の恵み豊
かな傾斜地に属し︑古来より人々はこの地を愛しま
した︒

自由ヶ丘保育園が幼稚園となる

読書は、わたしたちの心を豊かにし、人生をより深く生きるための知恵をもたらしてくれます。読書
人があふれるまちをめざして、函南町はここに、
「読書のまち・かんなみ」を宣言します。

ごみ焼却場・リサイクルプラザ竣工

みのり保育園が幼稚園となる

昭和 49・６

昭和 58・12

の歩み

昭和 44・６

カーマン市と姉妹都市締結

平成６・２

赤ちゃんからお年寄りまでに読書を推進

昭和 60・10

読 書 のま ち

上水道給水開始

歴史を紐解く

町制施行により函南町へ

昭和 38・６

函南町

昭和 38・４

中世

わたくしたち函南町民は、スポーツの振興を図り、スポーツを愛し、健康でたくましい心と体をつく
り、夢と希望のある、明るく元気なまちづくりを積極的に進めるため、ここに「スポーツのまち函南」
を宣言します。

十国峠、日金山山頂には、鎌倉三代

地震、丹那トンネル開通までの困難、台風による水

将軍源実朝が伊豆山権現の参詣にむ

害などさまざまな苦労を経て、現在の穏やかで活気

かう折、詠んだ歌碑があります。

あふれる町となりました。

現代

1963 年に函南町となるまでに関東大震災や北伊豆

１

スポーツのまちを目指します。
２

スポーツを楽しみ、夢や目標に向かって努力する心を育み、青少年健全育成のまちを目指します。

３

スポーツに励み、日本や世界に向けたトップアスリートを目指す人材を育成し、夢と希望のある

まちを目指します。
４
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スポーツに親しみ、赤ちゃんから高齢者・障がいのある人まで、健康で元気に生活できる、生涯

スポーツを広げ、支え、世代間・地域間の交流を図り、明るく活力あふれるまちを目指します。
函南町町勢要覧
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生涯にわたる学びを支える教育・文化づくり
幼稚園運営事業、保育園運営事業、ファミリー・サポート・センター事業、
妊婦相談事業など

協働の視点

・保護者による幼稚園・保育園と連携した家庭の教育力の向上を図りましょ

自然環境

主要事業

基本目標

環境・防災

幼児教育・
子育て支援

教育

lively lifelong learning & local culture

１

快適に安心して暮らせる環境づくり
comfortable & safe town

主要事業

保全・活用、環境パトロール推進事業など

協働の視点

都市環境

学校教育

協働の視点

学校力向上推進事業、次世代の学校環境等改善事業など
・家庭、学校、地域社会がともに協力し、関係組織、機関との連携を図りま

主要事業
協働の視点

主要事業

員確保対策事業の推進など

協働の視点

・社会教育活動、地域活動等へ積極的に参加しましょう。
・地域からの声

団が行う活動に積極的に参加しましょう。

な参加を図りましょう。
・町民ひとり１スポーツの実現を目指しましょう。
・ふるさとの宝である文化財を守り、継承し、後世に伝えていきましょう。

富士山・駿河湾等の眺望ポイントの充実・誘導、道の駅からの函南ブランド

・運動公園を積極的に利用しましょう。
・水を大切に使いましょう。

伊豆縦貫自動車道の整備促進、舗装・橋梁・トンネルの点検・補修等の
実施、地域公共交通網形成計画の策定など
・地域の道路美化活動に参加しましょう。
・地域の公共交通を利用しま

８

しょう。

都市経営

産業振興

商工会と連携した人材育成の支援、企業の新たな雇用創出に対する支援体制
の充実、関係機関と連携した雇用機会の創出および充実など

協働の視点

主要事業

・町の歴史や文化、観光地について学び、町の魅力を発信しましょう。
・道の駅・川の駅を利用し、町外に PR しましょう。

主要事業

運動公園整備事業、浄水場整備事業、老朽管等の更新事業、汚水管渠の
耐震化事業など

協働の視点

の情報発信および販路拡大の推進など

協働の視点

主要事業

・公共下水道を適正に利用しましょう。

・農地・林地の適正な管理を行いましょう。
・農作物の地産地消に努めましょう。

交通基盤

観光振興

主要事業

compact & eﬃcient town

協働の視点

ンド認定事業など

協働の視点

コンパクトで効率的な都市づくり

函南町〜

農業経営体強化事業、農業の６次産業化と観光型農業推進事業、農産物ブラ

都市基盤

主要事業

社会基盤

農林業振興

産業

more industries aimed at vitality & relief

２
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年度︶

基本目標

５

・みんなで協力し合い防犯対策に努めましょう。
・消費に関する正しい
知識を身につけましょう。
・交通ルール・マナーを守りましょう。
・消防

掛けやあいさつを推進しましょう。
・図書館ボランティアの登録と積極的

基本目標

防犯意識の啓発促進、正しい判断ができる消費者の育成指導と幅広い年
齢層への消費者教育、高齢者等への交通教室、交通講習の実施、消防団

伝統文化の継承と育成など

活力とゆとりを生み出す産業づくり

・ごみ１割削減運動を展開しましょう。
・雨水貯留・浸透施設を設置し

年度〜令和

生活環境

社会教育

生涯学習事業の充実、青少年の地域行事への参加促進、ライフステージに合
わせた読書活動の推進、スポーツ推進計画アクションプランの実行、地域の

協働の視点

３R 運動の普及推進、市街地浸水の解消、危機管理体制の充実など

ましょう。・住まいの耐震診断・補強や家具の固定を実施しましょう。

しょう。・学校支援ボランティア活動に参加しましょう。

主要事業

・身近でできることから地球温暖化防止対策の推進をしましょう。
・優れた景観や自然環境を見つけましょう。

う。・子育て支援のボランティアに参加し、子どもたちとかかわりましょう。

主要事業

地球温暖化防止対策の推進、省エネルギー推進事業、良好な自然環境の

第六次函南町総合計画︵平成

４

〜住んでよし 訪れてよし

基本目標

環境・健康・交流都市 函南

The sixth Comprehensive Plan of Kannami Town（for 2017-2026）
Kannami ー the Town of Comfort , Health & Friendship 〜 livable , touristic Kannami 〜

主要事業

第３次国土利用計画推進事業、内陸のフロンティアを拓く取り組み推進
事業、景観計画策定事業、住宅マスタープランの策定など

協働の視点

・国土利用計画に沿った秩序ある土地利用を理解しましょう。
・コンパ

・産業活力を創造し新たな発展を目指しましょう。・地元特産品の魅力を再認

クトなまちづくりを理解しましょう。・景観に配慮した魅力あるまちづ

識し、積極的な購入と PR をしましょう。・企業の成長に挑戦し、雇用確保を

くりへの理解と協力をしましょう。

推進しましょう。・求職者に対する適切な情報提供をしましょう。

基本目標

魅力とにぎわいのある交流づくり

地域コミュニ
ティ・協働

交流・にぎわい

attractive & ﬂourishing exchange

主要事業

自治会・NPO・ボランティア団体の活動への支援、まちづくりブロック懇談
会の開催、まちづくりの知識を醸成するためのセミナーの開催など

協働の視点

健康

６

健康・福祉

基本目標

３

誰もが活き活きと暮らせる健康づくり
positive health care of all citizens

主要事業

診の普及・啓発、体制の強化事業、子育て世代包括支援センター運営事
業など

協働の視点

・自治会の行う地域活動に参加しましょう。・まちづくりブロック懇談会へ参

医療

交流・シティプ
ロモーション

教育・文化交流や人材交流の推進、国内外姉妹都市交流事業の推進、情報公

主要事業
協働の視点

キュリティ対策の推進など

・町の施策についてみんなで考えましょう。・広域行政サービスを活用しま
しょう。
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主要事業

生活困窮者対策事業、介護保険サービスの適正給付、障がい者福祉に関
する相談支援体制の強化など

事務事業の合理化、組織機構の見直し、静岡地方税滞納整理機構の活用、美
しい伊豆創造センターによる広域連携活動など

協働の視点

福祉

行財政運営

主要事業

・かかりつけ医をもちましょう。・日頃から定期的に健康診断を受診し、
必要に応じて保健指導を受けましょう。

・身近な話題、イベントの写真を広報紙等に投稿をしましょう。
・マイナンバー
カードを作りましょう。
・町の良いところを町外に PR しましょう。

地域医療機関との連携強化、特定健診・特定保健指導の受診率向上のた
めの取り組みなど

開の推進、町の施設を知ってもらうタウンウォッチングの実施、個人情報セ

協働の視点

・バランスのとれた食事を心がけましょう。
・健診を受けて健康管理に
努めましょう。
・妊婦および乳幼児健診を忘れずに受けましょう。

加しましょう。

主要事業

運動習慣のある人を増やし、継続できる環境の整備、健康診査やがん検

協働の視点

・民間・NPO・民生児童委員等諸団体とともに、交流の場や見守り活動
に参加しましょう。
・地域の支え合い活動に積極的に参加しましょう。
・障害者福祉施設や家族会議等と連携し、障がいのある方と集える交流
会へ積極的に参加しましょう。

函南町町勢要覧
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函南町民憲章
わたくしたちは、箱根の南、秀麗富士に見守られる 緑ゆたかな函南町の町民です。
町民としての誇りと自覚をもち、この憲章を定めます。
１．自然を愛し、
より美しいまちをつくります。
１．文化の向上につとめ、心ゆたかなまちをつくります。
１．人とのふれあいを大切にし、思いやりのあるまちをつくります。
１．心身を鍛え、
健康で明るいまちをつくります。
１．創意と工夫で、活力のあるまちをつくります。
（昭和58年12月15日制定）

The Kannami citizenʼs charter
We are the citizens of Kannami-town, a town full of greenery with the south of Hakone and beautiful Mt. Fuji.
With pride and awareness as citizens, we establish this charter and pledge to:
1. Love nature, and create a more beautiful town.
2. Strive to improve the culture and create a spiritually rich town.
3. Value interactions with people and make a caring town.
4. Train the mind and body to create a bright and healthy town.
5. Create a vibrant town in creativity and ingenuity.
Enacted December 15, 1983

町の花 箱根桜

町章

町の木 ひめしゃら
Kannami-town : symbol tree Himeshara

Kannami-town : symbol ﬂower Hakone Cherry blossams

Town logo
丸は平和を示し、
垂直、水平線は厳しさを

箱根桜は、富士から箱根にかけての山地

ひめしゃらは、夏につばきに似た白い花

物語るもので、いつも活動は厳しさを伴い

に多く自生している、まめざくらの別名で

が咲く、つばき科の落葉喬木です。樹皮が

ます。

す。４月頃小さい花が咲き、非常にかれん

滑らかなので、さるすべりと間違えられる

で、本町に適しており、育成も容易なため

ことがあり、
さるた、さるなめりとも呼ばれ

を表現しています。

町制施行10周年を記念して、昭和48年4月1

ています。幹は赤黄色で、枝が細く赤かっ

昭和44年6月18日に制定されました。

日、町の花に制定されました。

色をおび、多数の小枝にわかれています。

これを和でつないで一字の中に明るい町

本町箱根山原生林の代表的な樹木であ
り、町制施行10周年を記念して昭和48年4
月1日、町の木に制定されました。
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