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〔調査の目的〕 

静岡県には歴史的建造物がまだ多く残され、歴史的建築物や町並みについて、これまで

様々な機関等により調査が実施されてきた。民家調査、近代化遺産、近代和風建築、歴史的

建築物・歴史的町並み、近現代建築物等々である。 

しかし、蔵…土蔵、石蔵、煉瓦蔵などは主屋とは異なり、付属建築物扱いされ、正確な調

査がされてこなかったように感じられる。一部地域では調査の実績はあるが、伊豆半島地域

における調査はされていない。また、蔵として本来の機能がなくなってきているため、老朽

化と相まって蔵の存在状況は危機的状況にあるといえる。 

伊豆半島が海底火山だった時代に、溶岩や海底に降り積もった火山灰は長い年月を経て

岩石に変化し「伊豆石」と呼ばれる石材として様々な場所で建材に活用されてきた。伊豆石

の蔵は県内各地で確認されているが、産出地に最も近い伊豆半島地域において存在の状況

把握がされていない。 

地域の貴重な遺産ともいうべき伊豆石の蔵、そして生活、産業、歴史、交通、文化、職能

等さまざまな分野と関係する伊豆石の蔵の存在確認調査を実施し、地域分布やその傾向を

分析するとともに、蔵の価値評価及び保全・活用の方向について検討することを目的とする。 

 

〔内容と方法〕 

2020 年 11 月から行われた今回の本調査では、伊豆石文化探究会を調査主体とし下記の

四点を計画して進められた。 

➀伊豆石蔵の存在確認調査 

②伊豆石蔵の建築的価値の把握 

③伊豆石蔵の修理修復事例、活用事例の調査 

④伊豆石蔵の存在周知・広報 

最も中心となった「➀伊豆石蔵の存在確認調査」では、沼津市、三島市、長泉町、清水町、

函南町で合計 412 棟の石造建築物の分布図を作成することが出来た。また、分布図の作成

にあたっては、写真撮影等でデータを収集し、集めた情報を投稿フォームに入力することで一

元管理した。石造物のデジタルマップ上ではそれぞれの事物の位置から画像データ、物体の

特徴を捉えることが出来るようにし、今後のより詳細な分析に活かせるように管理するこ

ととした(下に掲載の画像参照)。 
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「②伊豆石蔵の建築的価値の把握」では、歴史資料を調査し、江戸末期から大正期の伊豆

半島産石材が関係した資料を収集する事が出来た。これにより明治期大正期に伊豆半島産

石材が使用された代表的建築物は蔵にとどまらず、むしろ首都圏の重要な西洋建築や重要

な土木工事にも使用されたことが明らかになった。「伊豆石の蔵」は、当時の石材産業が日

本の近代化に大きな影響を及ぼしたことを現在に形としてとどめているという点で、極め

て貴重な遺産であると言える。 

「③伊豆石蔵の修理修復事例、活用事例の調査」では、東部の石造建築物の活用事例に加

え、それらを今後利活用するために、県中部の保存活動等について視察を行った。 

「④伊豆石蔵の存在周知・広報」では、HP を制作することが出来た。 

 

〔➀伊豆石蔵の存在確認調査〕 

沼津市、三島市、長泉町、清水町、函南町を対象に石造建築物の分布を調査した。今回対

象となる「石造建築物」は、石蔵、石を用いた長屋門、納屋、倉庫、住居とした。石造建築

物に使用された伊豆石の見分け方として、静岡県教育委員会編『静岡県文化財調査報告書第

66 集伊豆半島の石丁場遺跡』静岡県教育委員会文化財保護課(2015)55 頁を参考とした。調

査は 10 名程度で行い、分担する地域を割り振って行った。石造建築を発見した調査員は石

造建築の位置を緯度経度で記録し、写真を撮影、大まかな建物の特徴を記録する。これをデ

ジタルマップ(Google マイマップ)とドライブ(Google ドライブ)に自動保存されるフォーム

(Google フォーム)に入力する。ドライブ上にデータが自動管理され CSV 出力も可能とな

る。記録された石造建築物は、データ上での位置の確認と画像確認、また別の調査員がその

場に赴き出来る限りで二度の確認を行うようにした。 

この結果、今回の確認しえた限りでは沼津市(293 棟)、三島市(77 棟)、長泉町(13 棟)、清

水町(24 棟)、函南町(5 棟)で合計 412 棟の石造建築物の分布把握することができた。このう

ち蔵がそのほとんどを占めている。静岡県教育委員会編『静岡県文化財調査報告書第 66 集

伊豆半島の石丁場遺跡』静岡県教育委員会文化財保護課(2015)の各地域の棟数把握によっ

て分布を検討した調査より同地域において大幅に多い棟数が示され、踏み込んだ調査結果
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が得られた。可能なものは建設年等の聞き取り調査を試みたが、既に記録がないものが多い。

建築年代について、沼津市の中心市街地では「大正 5 年頃」、原地区で同じく「大正期」、長

泉町では「戦後まもなく」などの証言が得られた。並行して行った石丁場の資料調査と照ら

し合わせると概ね大正期に産業として盛んに切り出され使用されていたことが伺える。分

布については以下にまとめる。 

 

【調査地域全域(富士市、裾野市、伊豆の国市、伊豆市などは部分的な調査となったためこ

の地図上は省いた)】 

 椿原靖弘の「石蔵と土蔵か

ら見る清水港の近世・近代史」

『日本マリンエンジニアリ

ング学会誌 第 49 巻 第 3 

号（2014）』126 頁では、「石

蔵が港湾と河川の周囲で発

見されていることは、船で石

材が運ばれてそのまま積ま

れていったことを示してい

る」としているが、今回明ら

かになった内陸分布の多さ

を見ると馬力や鉄道輸送の

量も多かったことを今後検

討していく必要がありそう

だ。 

 

【沼津市西部旧街道沿い】 

 分布調査の結果、沼津市西部では

旧東海道と根方街道沿いに石造建

築物が多いことが判明した。沼津市

本田町で「不動沈下を起こして解体

された」という蔵があるという聞き

取り結果からも、地盤の悪い低地を

避けて地盤の良い街道沿いに石造

建築が分布したのは自然な結果で

あるように思われる。 
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【沼津市街地】 

沼津市街地では、沼津駅南

口に分布が固まっているこ

とが判明した。狩野川沿いは、

ホテル開発の際に、石造建築

物が解体されたという聞き

取り調査を得ることが出来

た。リノベーションを行って

カフェやレストランなどと

して商業用に使用している

石造建築も存在しており、今

後の石造建築物の利活用に

役立てていきたい。 

 

 

 

 

 

【沼津市我入道・御用邸付近】 

 沼津市の我入道地区と、沼

津御用邸附近に石造建築物

がまとまって存在している

のが確認出来た。並行して進

めた資料調査からは、江ノ浦

の石材を御用邸に使用した

記録を発見することができ

た。 
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【沼津市西浦地区】 

 

西浦地区では、西側から、久料、足保、古宇、立保、平沢、久連、木負、河内、重須、三

津と小規模の村落が存在しているがそのいずれにも、石造建築物が確認された。河内は山側

にやや奥まった位置であるが、石造建築物の分布が多かった地域の一つである。『伊豆長岡

町史資料編 16』では、伊豆長岡側から三津浜に石材を送って石材輸送の中継地としていた

ことが静岡民友新聞の記事から明らかになっている。 

 

 

 

 

 

【沼津市大平地区】 

並行して進めた石丁場の資料調

査により、大平地区では明治末期

から大正期にかけて石丁場が立て

続けに開設されたことが判明した。

石造建築物は山裾に分布し、地盤

の悪い水田部分にはほとんど分布

していない。同資料調査からは大

平地区の石切場から切り出された

石材が富士市吉原まで馬力で運ば

れていたことが判明している。 
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【三島市市街地】 

 三島市市街地では、三島大社を

中心にして石造建築物がまとまっ

て存在していることが確認された。

三島駅前の楽寿園では、富士山系

の玄武岩が採石される石切場が存

在しているが、今回確認された石

造建築物には玄武岩の使用は見ら

れず何れも『静岡県文化財調査報

告書第 66 集 伊豆半島の石丁場遺

跡』の特徴からすると伊豆半島産

の石材である。一部、店先の装飾塀

に用いられるなど、石蔵としての使用に留まらない使用方法確認できた。 

 

【三島市中郷】 

 三島市中郷では、石造建築物が

まとまって分布しているのが確認

された。付近の（有）長谷川石材

さんに聞き取りを行った結果、中

郷の石造建築物のいくつかと長泉

町竹原の石造建築物一棟をこの石

材会社の先代が建てたことが判明

した。また大正期からこのエリア

では石材業者組合が存在していた

ことも判明した。 

【事例画像】 

 

根方街道明治史料館付近、石塀を蔵の一部

として使用している。 

西浦地区では座敷蔵として使用されている

巨大な石造建築物も存在する。 
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【分布調査のまとめ】 

 沼津市、三島市、長泉町、清水町、函南町に関して棟数把握のみならず石造建築物の分布

を把握することにより、石造建築物が固まって存在している地域を確認することが出来た。

旧村名が残る地域や古道などの周辺に石造建築物が固まって存在しており、立地などから

は商業的に栄えていた地域や、農業用に蔵や納屋が必要な地域、また比較的地盤の悪い土地

を避けた地域に立地している。大井角礫凝灰岩と呼ばれる岩質と思われる石材が多く存在

していたが、多比口野等の石切場で見られる白色緑色を呈した石材や、井田地区やその他地

区では少数ではあるが黄色の石材を用いた石造建築物も確認された。伊豆の国市や伊豆市

大仁、修善寺などでは、黄色にカラフルな含有物を含む「小室石」と呼ばれるデイサイト質

凝灰岩の石造建築物が確認されたが今回５市町以外は全体をくまなく調査するに至らなか

ったので、今後の課題としたい。また、モルタルや、トタンに覆われた建物の場合石材が使

用されているかの確認が困難なものもあった。今後撮影した画像資料などをもとにして、建

築の形式の分析や、石材の分類を行うと共に、聞き取り調査や内部の調査なども合わせた調

査により、形式や用途による石蔵、石を用いた長屋門、納屋、倉庫、住居などの詳細な分類

も必要になるかもしれない。 

 

 

 

 

西浦地区では石蔵と古い建物に火の見櫓が

景観としてまとめて残っている。 石材の色が青黒いもの。 

石材の色が黄色いもの。 大井角礫凝灰岩と思われる石材の蔵。 
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〔②伊豆石蔵の建築的価値の把握〕 

 「②伊豆石蔵の建築的価値の把握」については、当初予定していた聞き取り調査がコロナ

禍の影響により非常に困難な状況であった。そこで、伊豆半島産石材に関して残された資料

を収集することを軸として、将来的にその石材が使用された建物の歴史的意義を再評価す

ることを中心に行った。この調査によって確認された関係資料は以下の通りである。 

  資料名 

1 御宝塔御用石(土肥本丁場) 

2 豆州君沢郡井田村・戸田村請御燈籠石船積出帆之儀ﾆ付申上候書付 

3 豆州下田町鵜島御林石切出差障相糺候趣申上候書付 

4 諸家ゟ献備御燈籠石山下ヶ津出之儀取計方伺書(豆州井田村戸田村多賀村) 

5 上野文恭院様御霊前諸家ゟ献備石御燈籠差出積船)申渡、請書 

6 上野新御廟所諸家様方ゟ御献備石御燈籠御用)乍恐以書付奉申上候 

7 上野文恭院様御霊前諸家ゟ献備石御燈籠差出積船)手代出立御届書 

8 上野文恭院様御霊前諸家ゟ献備石御燈籠差出積船差支ﾆ付) 

9 御燈籠石数 井田村 140 本程、戸田村分 50 本程)覚 

10 井田・戸田村請燈籠石 200 本)御燈籠石之儀ﾆ付申上候書付 

11 豆州上多賀村ゟ切出候御燈籠石(30 本)之儀ﾆ付申上候書付 

12 豆州戸田井田村切出御用石御燈籠積船出立帰着届) 

13 豆州戸田井田村切出御用石御燈籠積船)浦役人出立帰着御届書 

14 豆州多賀村ゟ切出献備御燈籠石船積請書) 

15 御用石灰山元ゟ積送方不宜御用差支の趣に付取計方の儀)差上申御請証文之事 

16 豆州本郷村白石青石運上跡請伺書 

17 豆州本郷村白石青石運上跡請伺書 

18 豆州長津呂村赤石冥加年季切替伺書 

19 豆州柿崎村石冥加年季切替伺書 

20 豆州本郷村白石青石運上跡請伺書 

21 豆州吉佐美村白石冥加年季切替伺書 

22 豆州吉佐美村白石冥加年季切替伺書 

23 豆州大瀬村白石冥加永取立伺書 

24 豆州大瀬村白石冥加永取立伺書 

25 豆州賀茂郡加納村白石冥加永年季切替請書 

26 豆州加納村白石冥加永年季切替之儀ﾆ付申上候書付 

27 加納村白石伐出 10 年継年季請書 
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28 豆州岡方村白石運上年季切替之儀書付 

29 別廉当分御預所豆州中村青石冥加永年季切替伺書 

30 別廉当分御預所豆州中村青石冥加永年季切替伺書 

31 豆州吉佐美村白石冥加年季切替伺書 

32 豆州吉佐美村白石冥加年季切替伺書 

33 豆州北江間村新規石切出冥加取立伺書 

34 豆州北江間村新規石切出冥加取立伺書 

35 豆州梨本村新規砥石冥加取立伺書 

36 豆州梨本村新規砥石冥加取立伺書 

37 豆州梨本村新規砥石冥加取立伺書 

38 豆州熱海村喜之助外三人新規水車運上取立伺書 

39 別廉当分御預所豆州柿崎村青石冥加永年季切替伺書 

40 別廉当分御預所豆州柿崎村青石冥加永年季切替伺書 

41 豆州本郷村白石青石運上跡請減金之儀ﾆ付申上候書付 

42 豆州下流村新規青石冥加取立伺書 

43 豆州下流村新規青石冥加取立伺書 

44 台場 4 番 7 番其外築立ﾆ付先年台場普請の節天野快蔵引請石材の件 

45 豆州本郷村白石青石運上跡請伺書 

46 豆州賀茂郡下田湊石積洲浚普請申渡 

47 石山一件 

(公益財団法人 江川文庫 蔵) 

 

  資料名 

1 伊豆国村々石切山料年季切替上申書 明治 8 年 6 月 7 日 

2 内務卿大久保利通返答 明治 8 年 6 月 20 日 

3 伊豆国村々石切山料上納方再伺 明治 8 年 12 月 

4 内務卿大久保利通返答 明治 8 年 12 月 19 日 

5 伊豆国村々石切出税収入方并年季切替に付上申 明治 9 年 2 月 10 日 

6 大蔵卿大隈重信返答 明治 9 年 3 月 9 日 

 (『明治初期静岡県資料第一巻』昭和 42 年 静岡県資料刊行会編集 静岡県立中央図書館葵

文庫発行 掲載) 

 

南伊豆町渡辺亮家文書 

※石山の民間移譲後の管理状況を示した記録であり、膨大な点数を確認した。 

(南史会 蔵) 
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詳しい解読は今後の課題とするが、これらの資料収集の過程で判明したことは、江戸末期

から明治期にかけて伊豆半島の石材の使用用途や丁場管理が大きく変容してきたことであ

る。江戸期に幕府の御用石として使用されていた石材は主に宝塔、江戸末期には土木工事用

(品川台場、横須賀製鉄所、高輪築堤)の石材に関する記載が多く、明治期に入ると石材の管

理が民間に移譲され、課税の対象として検討されていたことが判明した。『石山一件』では

横浜外国人居留地の建設用に石材が供給されたことが示されている。「記録に残された新橋

停車場の建設」『龍野藩江戸屋敷の生活』(1998)において、1872 年に開業した旧新橋駅駅舎

に下田産斑石が使用されていたという報告の年代とも一致することから、この時期に建築

用石材としての伊豆半島産石材の需要が興り始めたことが推察される。つまり、今回明らか

になった伊豆石(ここでは広義に伊豆半島と相州西部産石材の総称とする)の蔵及び伊豆石

の使用された土木構造物、建築物の新たな価値は、日本の近代化に向けて幕末明治期からの

和製技術と西洋技術の融合を先がけた遺産であるという点にある。現在、静岡県内に存在し

ている「伊豆石の蔵」は日本を支えた伊豆半島の石材産業の名残をとどめるものであり、そ

の産業の技術や規模を今に伝える遺産としての重要性があることが判明した。 
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〔③伊豆石蔵の修理修復事例、活用事例の調査〕 

 数棟ではあるが有効利用した建物が存在することが明らかになった。今後の石造建築物

の保存や有効利用に繋げるためにもここでその事例をまとめ、県内他地域の石造建築物の

有効利用についても概観することが出来た。 

 

【沼津市大手町淡月居】 

 

 

 沼津市の「淡月居」では、石蔵を改装しカフェとして利用している。本来多くの蔵には電

気や水道などが引かれていない場合が多いが、これらを引き入れて照らし出すと、開口部が

小さく手狭な蔵の空間を美観良く演出することが出来る。この石蔵は外壁を白に塗装して

しまっているが、石材によっては風化が激しいものもあるため石本来の素材感を出しつつ

も風化に耐えうるようにするという点は今後の課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像:沼津 1 画像:沼津 2 

画像:沼津 3 
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【藤枝市一番町の石蔵(石造倉庫)】 

 

 

 

 

 2022 年 1 月現在、藤枝市一番町には茶倉庫として使用された大正期建造の石蔵(石造倉

庫)の保存に向けた署名活動が行われている。画像：藤枝 2 の中央の入り口部分は、天井が

屋根の重みで沈み込んできており後に部分的に解体されることが決定された。内部では、

「石の蔵マルシェ」「お茶の香ロード」といったイベント時に限り、お茶の手もみ体験や、

芸術品の展示、雑貨販売、Jazz 演奏等が行われ、保存に向けた署名活動が行われている。画

像：藤枝 5 にあるように、建設当初の外壁だった部分の軒樋を壊して柱を設けた痕跡があ

り、手前の石造倉庫スペースは増設されたことが分かる。また、画像：藤枝 6 のように開口

画像:藤枝 2 

画像:藤枝 3 画像:藤枝 4 

画像:藤枝 5 画像:藤枝 6 

画像:藤枝 1 
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部周辺と壁面、また礎石によって石材の種類を使い分けている部分が見られ、(この白色の

石材は伊豆半島北西部のものと思われるが)修復などに当たっては石材の種類にも留意する

必要がある。 

 

【清水区日の出埠頭(石造倉庫群)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 11 月静岡市清水区日の出埠頭の鈴与(株)が保有する石造倉庫群では、屋根の吹き

替え工事が行われ保存に向けた動きが見られた。付近の次郎長通り商店街では、港の発展に

寄与した清水次郎長をテーマに「じろちょうマーケット」というイベントが開催されるなど、

江戸末期から昭和初期にかけての清水港の歴史への再評価が行われている。この屋根の吹

き替え工事にて、屋根板部分と石材部分をかすがいにて固定するという方法が取られてい

ることが明らかになった。 

 

【下田市ペリーロード周辺】 

画像:下田 1 画像:下田 2 
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 下田市ペリーロード附近は、石蔵や石張りの民家を観光用のレストランや雑貨店として

広く活用している。今回分布の調査を行った東部地域と異なる点は、画像：下田 3 にあるよ

うに民家に貼石として使用されている石材が非常に薄く、下田周辺とそれ以外の地域とで

明らかな違いが存在することである。地震等を考慮に入れた際には、「小樽市歴史的木骨石

造建造物の耐震調査」『建築学会大会学術講演梗概集』(2020/09)のように木骨石造の建物の

耐震性の高さを論じる研究なども報告されるようになっており、石材の厚さに注目してい

くことも必要であるように思われる。また、画像：下田 4 にあるように白浜神社駐車場付近

の倉庫は現在でも漁師小屋として使用されているなど、石造の建物が生活、文化が浸透して

いる様子が伺えた。 

 

【旧新橋駅舎(再建)】 

 

 鉄道歴史展示室 旧新橋駅停車場(東京都港区東新橋)は、「記録に残された新橋停車場の建

設」『龍野藩江戸屋敷の生活』(1998)の発掘調査にて伊豆半島産石材が使用されたことは既

に判明している。日本初の鉄道駅舎として 1872 年に開業したこの建物は、日本の近代史上

も重要な建築物である。残念ながら駅舎の再建時に白河石が使用されたが、発掘当時の遺構

をそのまま利用して、伊豆半島産石材が使用されたことを証明する展示スペースが設けら

れていた。伊豆石の建物の重要性を評価していくにあたっては、これらの明治期の重要建築

に使用された石材としての伊豆石の知名度を確保していきたい。 

画像:下田 3 画像:下田 4 
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〔④伊豆石蔵の存在周知・広報〕 

伊豆石文化探究会【公式】(https://sites.google.com/view/izustoneculture)サイトを開設し

研究成果などを分かりやすく掲載するページを作成した。サイト内では伊豆石の簡単な歴

史紹介と、調査で明らかにした石造建築物の内見学等が可能なものをマップとして公開し

ている。 

  

 

〔調査結果まとめ〕 

 今回の調査の結果から判明した、沼津市、三島市、長泉町、清水町、函南町の石造建築物

の棟数は 412 棟であり、従来の調査結果よりも大幅に多数の分布が確認された。また、そ

の分布地は、海上輸送の容易な沿岸部に限らず内陸部にまで達しており、伊豆半島の石材産

業の大規模さを物語ると共に、石材の運搬方法として海上輸送のみならず陸上輸送に関し

ても力を入れて検討していく必要性があることを示している。 

また文書の収集からは、江戸期に土木用石材として使用された伊豆半島の石材が明治期

に民間管理に移譲され、建築などに広く使用されることでその用途が多様になった様子が

垣間見られた。伊豆半島産石材の京浜での使用用途を見ると、品川台場、横須賀製鉄所、横

浜外国人居留地など日本の近代史上重要な事業に大量に使用されており、今回の石造建築

物の分布と共にその産業の大規模さを物語っている。その影響領域は県内にとどまらず、日

本の近代史上も和製技術と西洋技術の融合を先がけた産業の名残である点に、「伊豆石の蔵」

の価値がある。 

県内では既にいくつかの石造建築物の有効活用や保存活動が行われている事例が確認で

きたが、「伊豆石」の価値に着目して保存が行われたというよりは、自然と使用され利活用

されているものも多いようである。従って、一刻も早い伊豆半島の石材産業史の日本近代史

上、建築史上、の再評価が必要であるように思われる。 
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〔参加者/役割分担〕 

塩見寛：調査統括/報告書執筆補助 

剣持佳季：調査計画立案/プロジェクト管理/報告書執筆/長泉町担当 

露木良治：沼津市担当/富士市担当/裾野市担当/会計担当 

鈴木正之：沼津市担当/函南町担当/清水町担当 

福室次義広：三島市担当/函南町担当 

坂本琢哉：長泉町担当 

長島永佳：三島市担当 

宮崎大：渉外/伊豆の国市担当 

七尾洋介：管理システム構築/マップ作製 

樋口拓也：会計表確認 

 

 

 

 

報告書執筆：剣持佳季 塩見寛 
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「建造物に位置情報」は、個人識別が可能な「個人情報」には該当しませんが、本研究の

地図情報の公開や提供(本報告書を含む)は、学術的目的等の適切な利用目的に則して開示を

行なっています。 

本研究で対象とした建築物は、美術の著作物に当たらない建築物でありますが、記録用の

写真撮影は公道から撮影に留め、また内部撮影等は持ち主の許可を取るなど、著作権に最大

限配慮しております。 
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