
（単位：千人） （単位：千人）

名称
調査
区分

観光
客数

名称
調査
区分

観光
客数

神奈川県立公文書館 施設 25
神奈川県立歴史博物館 施設 70 寺家ふるさと村四季の家 施設 52
横浜市立野毛山動物園 施設 924 横浜市農村生活館　みその公園「横溝屋敷」 施設 56
三菱みなとみらい技術館 施設 166 モザイクモール港北／大観覧車 施設 87
ランドマークタワースカイガーデン 施設 502 横浜水道記念館 施設 24
横浜マリンタワー 施設 275 こどもの国 施設 873
横浜人形の家 施設 74 崎陽軒　横浜工場 施設 10
日本郵船氷川丸 施設 276 舞岡ふるさと村 施設 35
横浜港大さん橋国際客船ターミナル 施設 1,763 よこはま国際フェスタ 行事 54
エリスマン邸 施設 185 ディワリ・イン・ヨコハマ 行事 100
ブラフ18番館 施設 137 横浜ファッションウィーク 行事 45
外交官の家 施設 124 横浜開港記念バザー 行事 603
山手111番館 施設 133 大倉山観梅会 行事 40
よこはま動物園（ズーラシア） 施設 1,067 スマートイルミネーション横浜 行事 200
三溪園 施設 480 横濱 ＪＡＺＺ　ＰＲＯＭＥＮＡＤＥ 行事 128
横浜市立金沢動物園 施設 298 世界トライアスロンシリーズ横浜大会 行事 412
海の公園 施設 1,251 横浜消防出初式 行事 90
神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） 施設 413 横浜マラソン 行事 694
万騎が原ちびっこ動物園 施設 120 横浜音祭り 行事 1,063
はまぎんこども宇宙科学館 施設 310 ベトナムフェスタinかながわ 行事 330
横浜市歴史博物館 施設 295 ピカチュウ大量発生チュウ！ 行事 1,790
大倉山記念館 施設 113 ヨコハマ大道芸 行事 480
日産ウォーターパーク 施設 169 ヨコハマ大道芸inみなとみらい21 行事 540
ベーリック・ホール 施設 193 野毛大道芸 行事 270
横浜赤レンガ倉庫１号館 施設 1,717 横浜開港記念みなと祭　ザよこはまパレード 行事 360
ふれーゆ 施設 284 横浜セントラルタウンフェスティバル 行事 1,118
大本山總持寺 施設 19 横浜開港祭 行事 700
横浜能楽堂 施設 55 横浜スパークリングトワイライト 行事 530
ＪＩＣＡ横浜海外移住資料館 施設 51 ワールドフェスタ・ヨコハマ 行事 180
横浜にぎわい座 施設 98 新横浜パフォーマンス 行事 315
海上保安資料館横浜館 施設 206 フォト･ヨコハマ 行事 408
原鉄道模型博物館 施設 130 横浜港観光船 その他 791
カップヌードルミュージアム 施設 1,078 横浜市内定期遊覧バス その他 8
放送ライブラリー 施設 94 観光スポット周遊バスあかいくつ その他 840
横浜開港資料館 施設 55 クルージングBAR横浜パラダイス その他 7
シルク博物館 施設 24
横浜税関資料展示室／クィーンのひろば 施設 72 日本民家園 施設 116
横浜都市発展記念館 施設 53 農業技術支援センター 施設 20
横浜ユーラシア文化館 施設 52 夢見ケ崎動物公園 施設 337
大佛次郎記念館 施設 21 瀋秀園 施設 86
神奈川近代文学館 施設 83 市民ミュージアム 施設 217
山手234番館 施設 121 ミューザ川崎シンフォニーホール 施設 238
本牧海づり施設 施設 158 宙と緑の科学館 施設 283
横浜市電保存館 施設 55 川崎マリエン 施設 345
横浜市八聖殿郷土資料館 施設 13 川崎市平和館 施設 57
横浜市三殿台考古館 施設 16 岡本太郎美術館 施設 75
横浜港シンボルタワー 施設 125 電車とバスの博物館 施設 185
根岸競馬記念公苑　馬の博物館 施設 36 東高根森林公園 施設 370
横浜外国人墓地資料館 施設 25 若宮八幡宮 施設 171
磯子海づり施設 施設 31 川崎市アートセンター 施設 83
神奈川県立金沢文庫 施設 34 川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム 施設 434
日清オイリオウェルネスギャラリー 施設 12 かわさきエコ暮らし未来館 施設 12

（注）　年間入込観光客数が1,000人以上の主要観光地点・主要観光施設・主要観光行事について掲載している。

⑤第４表  主要観光地点・主要観光施設・主要観光行事別観光客数
（平成28年推計）

【横　浜　市】

【川　崎　市】

＜凡例＞ 「地点」･･･主要観光地点 「施設」･･･主要観光施設 「行事」･･･主要観光行事 「その他」･･･上記に属さないもの

（注） 調査対象、調査方法については 「１ 調査の概要」を参照
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（平成28年推計）

（単位：千人） （単位：千人）

名称
調査
区分

観光
客数

名称
調査
区分

観光
客数

東海道かわさき宿交流館 施設 53 馬入ふれあい公園／馬入サッカー場 施設 135
ひらつか花アグリ 施設 400

田浦梅の里 地点 28 湘南いちご狩りセンター 施設 16
三笠公園 地点 1,963 花菜ガーデン 施設 172
ヴェルニー公園 地点 968 市営プール 施設 12
うみかぜ公園 地点 215 湘南平 地点 655
海辺つり公園 地点 86 湘南潮来 地点 170
くりはま花の国 地点 368 湘南ひらつか七夕まつり 行事 1,550
ソレイユの丘 地点 659 湘南ひらつか花火大会 行事 150
荒崎公園 地点 72 スポーツ観戦 行事 1,269
大楠山 地点 33 平塚八幡宮初詣 行事 52
猿島 地点 173 友好都市花巻の物産と観光展 行事 7
観音崎 地点 1,048 ベルマーレワンダーランド 行事 11
自然・人文博物館 施設 55 湘南ひらつかルネッサンスまつり 行事 10
天神島臨海自然教育園 施設 52 ひらつな祭 行事 10
馬堀自然教育園 施設 2 緑化まつり 行事 60
ペリー記念館 施設 64 湘南よさこい祭り 行事 15
しょうぶ園 施設 94 光と風の花づつみ（ポピー摘み取り） 行事 4
武山初不動 行事 7 光と風の花づつみ（コスモス摘み取り） 行事 6
Ｙ・フェスタ追浜 行事 39 湘南ひらつか夏まつり 行事 5
船越南郷公園桜まつり 行事 1 村井弦斎まつり 行事 1
塚山公園さくら祭 行事 12 湘南ひらつか市民市 行事 3
衣笠さくら祭 行事 8 湘南ひらつか囲碁まつり 行事 7
走水水源地一般公開 行事 16 平塚商業まつり 行事 35
北久里浜さくらまつり 行事 25 大門市 行事 15
日米親善よこすかスプリングフェスタ 行事 47 湘南ひらつかｽﾀｰﾗｲﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 行事 25
咸臨丸フェスティバル 行事 32 リサイクルフリーマーケット 行事 3
武山つつじ祭り 行事 3 でてこいまつり 行事 45
湘南国際村フェスティバル 行事 23 平塚菓子展示会 行事 3
ＪＡＭＳＴＥＣ一般公開 行事 6 飛騨高山まつり 行事 2
おっぱままつり 行事 60 渋田川桜まつり 行事 50
久里浜ペリー祭 行事 90 駅からハイキング 行事 1
よこすか開国祭 行事 243
横須賀地方隊サマーフェスタ 行事 15 各寺社 施設 5,824
浦賀みなと祭 行事 30 県立近代美術館 施設 26
西地区納涼花火大会 行事 11 鎌倉国宝館 施設 46
北久里浜秋まつり 行事 30 鎌倉文学館 施設 105
よこすかさかな祭り 行事 15 県立フラワーセンター 施設 189
よこすかみこしパレード 行事 53 川喜多映画記念館 施設 29
横須賀菊花大会 行事 21 鏑木清方記念美術館 施設 26
追浜ナイトバザール 行事 4 鶴岡八幡宮 地点 11,788
よこすかカウントダウン 行事 10 銭洗弁財天 地点 1,201
走水海水浴場 その他 14 鎌倉海岸 地点 1,461
長浜海水浴場 その他 8 天園ハイキングコース 地点 358
東京湾フェリー その他 860 鎌倉まつり 行事 55
東海汽船 その他 10 鎌倉ビーチフェスタ 行事 26
YOKOSUKA軍港めぐり その他 228 鎌倉花火大会 行事 150
津久井浜観光農園 その他 113

江の島ｻﾑｴﾙ･ｺｯｷﾝｸﾞ苑 施設 849
平塚市総合公園 施設 1,524 江の島岩屋 施設 413
平塚市美術館 施設 104 湘南海岸・江の島 地点 9,590
平塚市博物館 施設 63 江の島藤沢ガイドクラブ募集ガイド 行事 1
湘南ひらつかビーチセンター 施設 294 新春藤沢･江の島歴史散歩 行事 6
ひらつかサン・ライフアリーナ 施設 190 寒中神輿練成大会 行事 4

⑤第４表（その２）

（注）　年間入込観光客数が1,000人以上の主要観光地点・主要観光施設・主要観光行事について掲載している。

【平　塚　市】
【藤　沢　市】

【鎌　倉　市】

【横 須 賀 市】
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（単位：千人） （単位：千人）

名称
調査
区分

観光
客数

名称
調査
区分

観光
客数

バレンタインアイランド江の島 行事 11 湘南祭 行事 94
エノシマトレジャー 行事 16 浜降祭 行事 74
湘南江の島春まつり 行事 50 サザンビーチちがさき花火大会 行事 85
海開き 行事 1 大岡越前浄見寺地元まつり 行事 6
江の島天王祭 行事 60 サザンビーチフェスタ 行事 7
ビーチバレー海の日記念大会 行事 1 茅ヶ崎ジャンボリー 行事 2
ふじさわ江の島花火大会 行事 85 茅ヶ崎アロハマーケット 行事 42
ビーチバレー湘南 行事 1 ゆる～いご当地キャラパーティー・さくら祭り 行事 34
ビーチバレージャパン 行事 11 湘南茅ヶ崎ラーメン祭 行事 28
初詣 行事 344 サザンビーチちがさき海水浴場 その他 148
節分祭 行事 5 えぼし岩周遊船 その他 1
「動物戦隊ジュウオウジャー」ショー 行事 2
藤沢市民まつり 行事 133 郷土資料館 施設 2
遠藤竹炭祭 行事 1 逗子海岸 地点 502
春のみどりと花まつり 行事 9 浪子不動 地点 10
遠藤あじさいまつり 行事 13 披露山公園 地点 146
藤沢宿　遊行の盆 行事 63 神武寺 地点 14
湘南ねぶた 行事 16 花火大会 行事 100
小出川彼岸花まつり 行事 40 市民まつり 行事 63
江の島大道芸フェスティバル 行事 21 流鏑馬 行事 15
全日本ライフセービング選手権大会 行事 3 逗子まちフェスタ 行事 20
MURASAKI SHONAN OPEN 行事 23 逗子アートフェスティバル 行事 25
江ノフェス 行事 8 逗子海岸映画祭 行事 14
湘南台ファンタジア 行事 130 わっしょいずしサマーフェスティバル 行事 2
世界一大きい金魚すくい 行事 50 東逗子イルミネーション 行事 4

二子山自然遊歩道 その他 33
小田原城天守閣 施設 605 ふれあいロード その他 11
こども遊園地 施設 420
御幸の浜プール 施設 8 上大島キャンプ場 施設 45
生命の星・地球博物館 施設 310 望地弁天キャンプ場 施設 8
小田原ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ 施設 229 相模の大凧センター 施設 9
小田原文学館 施設 10 相模川ふれあい科学館 施設 187
尊徳記念館 施設 12 市立博物館 施設 131
いこいの森 施設 23 道保川公園 施設 17
わんぱくらんど 施設 437 相模大野中央公園 施設 485
なりわい交流館 施設 38 相模原麻溝公園 施設 1,412
松永記念館 施設 21 銀河アリーナ 施設 253
小田原さかなセンター 施設 360 グリーンプール 施設 403
清閑亭 施設 33 北総合体育館 施設 296
小田原城址公園 地点 3,216 サーティーフォー相模原球場 施設 115
御幸の浜海水浴場 地点 11 総合体育館 施設 473
江之浦海水浴場 地点 3 相模原ギオンスタジアム・相模原ギオンフィールド 施設 254
元旦初泳ぎ 行事 4 小山公園ニュースポーツ広場 施設 47
曽我梅林（梅まつり） 行事 456 県立相模原公園 施設 744
曽我の傘焼まつり 行事 3 城山湖散策施設 施設 45
酒匂川花火大会 行事 195 津久井湖観光センター 施設 100
一夜城まつり 行事 7 鳥居原ふれあいの館 施設 135
みなとまつり 行事 55 青根緑の休暇村　いやしの湯 施設 103

小原宿本陣 施設 25
開高健記念館 施設 6 小原の郷 施設 12
茅ヶ崎ゆかりの人物館 施設 5 相模湖記念館 施設 10
茅ケ崎里山公園 地点 567 津久井湖城山公園（水の苑地） 地点 138
茅ヶ崎海岸 地点 1,726 津久井湖 地点 228
大岡越前祭 行事 37 宮ヶ瀬湖（鳥居原） 地点 372

（注）　年間入込観光客数が1,000人以上の主要観光地点・主要観光施設・主要観光行事について掲載している。

⑤第４表（その３） （平成28年推計）

【逗 子 市】

【小 田 原 市】

【相 模 原 市】

【茅 ヶ 崎 市】
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（平成28年推計）

（単位：千人） （単位：千人）

名称
調査
区分

観光
客数

名称
調査
区分

観光
客数

相模湖公園 地点 251 秦野たばこ祭 行事 240
相模湖駅前 地点 275 市民の日 行事 110
千木良牛鞍神社 地点 110 実朝まつり 行事 18
藤野駅 地点 188 落花生掘り取り 行事 1
市民桜まつり 行事 430 さつまいも掘り取り 行事 1
泳げ鯉のぼり相模川 行事 550
相模の大凧まつり 行事 160 東丹沢グリーンパーク 施設 12
上溝夏まつり 行事 400 飯山 地点 412
相模原納涼花火大会 行事 170 七沢 地点 245
橋本七夕まつり 行事 340 相模川 地点 849
相模川芝ざくらまつり 行事 100 森林公園 地点 158
東林間サマーわぁ！ニバル 行事 150 広沢寺 地点 119
城北里山まつり 行事 4 あつぎ飯山桜まつり 行事 43
小松コスモスまつり 行事 2 厚木市みどりのまつり 行事 54
城山もみじまつり 行事 33 かながわグルメフェスタ 行事 179
城山夏まつり 行事 35 あつぎ鮎まつり 行事 700
津久井湖さくらまつり 行事 38 あつぎ国際大道芸 行事 148
津久井やまびこ祭り 行事 15 いきものがかりコンサート 行事 50
相模湖やまなみ祭 行事 13
さがみ湖湖上祭 行事 65 泉の森ふれあいキャンプ場 施設 14
甲州街道小原宿本陣祭 行事 15 大和市グリーンアップセンター 施設 67
相模湖やまなみイルミネーション 行事 11 大和市自然観察センター・しらかしのいえ 施設 122

大和市郷土民家園 施設 50
三崎水産物地方卸売市場 施設 17 つる舞の里歴史資料館 施設 6
三浦海岸 地点 1,918 大和市下鶴間ふるさと館 施設 6
剱崎 地点 100 高座渋谷千本桜・桜ヶ丘さくらまつり 行事 350
城ヶ島 地点 1,092 やまとプロムナード古民具骨董市 行事 120
三崎 地点 2,201 大和市民朝霧市 行事 7
油壺 地点 588 大和市民夕やけ市 行事 10
三戸 地点 37 大和市民まつり 行事 150
和田 地点 81 やまと産業フェア 行事 55
初日の出 行事 43 やまとプロムナード直売おさんぽマート 行事 14
三浦国際市民マラソン 行事 87 中央林間手づくりマルシェ 行事 45
道寸祭り 行事 4
みさき白秋祭り 行事 3 大山ケーブルカー 施設 449
三浦海岸納涼まつり 行事 110 森のコテージ 施設 1
三崎港町まつり 行事 55 ふれあいの森キャンプ場 施設 1
三浦海岸桜まつり 行事 330 ふれあい学習センター 施設 2
みうら夜市 行事 35 伊勢原観光道灌まつり 行事 250
三崎・城ヶ島夏まつり 行事 19 大山登山マラソン大会 行事 2

畜産まつり 行事 25
鶴巻温泉 施設 177 公園緑化まつり 行事 25
丹沢表尾根　ヤビツ峠 地点 707
丹沢表尾根　大倉 地点 92 海老名市郷土資料展示コーナー 施設 11
弘法山 地点 188 えびな市民まつり 行事 155
震生湖 地点 246 商工フェア 行事 30
戸川公園（山岳スポーツセンターを含む） 地点 661 ふれあい農業まつり 行事 28
田原ふるさと公園 地点 63 えびな盆踊りフェスティバル 行事 8
白笹稲荷初午祭 行事 10 えびな安全･安心フェスティバル 行事 11
弘法山桜まつり 行事 4 いちご狩り その他 4
丹沢まつり 行事 25
鶴巻温泉春まつり 行事 12 県立座間谷戸山公園 施設 150
秦野市商工まつり 行事 35 座間市大凧まつり 行事 102
丹沢ボッカ駅伝競争大会 行事 1 ひまわりまつり（栗原会場） 行事 29

（注）　年間入込観光客数が1,000人以上の主要観光地点・主要観光施設・主要観光行事について掲載している。

【秦 野 市】

【伊 勢 原 市】

【海 老 名 市】

【座 間 市】

⑤第４表（その４）

【大 和 市】

【三 浦 市】

【厚 木 市】
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（平成28年推計）

（単位：千人） （単位：千人）

名称
調査
区分

観光
客数

名称
調査
区分

観光
客数

ひまわりまつり（座間会場） 行事 185 高来神社大祭（御船祭） 行事 20
ひまわりフェスタ 行事 12 なぎさの祭典 行事 35

宿場まつり 行事 29
アサヒビール神奈川工場 施設 121 ふれあい農水産物祭 行事 1
大雄山最乗寺 地点 242 湘南国際マラソン 行事 24
夕日の滝 地点 97
明神ヶ岳 地点 8 吾妻山公園 施設 331
足柄峠 地点 122 二宮せせらぎ公園 施設 16
足柄金太郎まつり 行事 40 二宮果樹公園 施設 18
最乗寺初詣等 行事 70 町営山西プール 施設 6
春木径・幸せ道桜まつり 行事 30 徳富蘇峰記念館 施設 1
ハナアオイまつり 行事 4 二宮海岸 地点 101
酔芙蓉まつり 行事 5 ラディアン花の丘公園 地点 56
矢倉沢ざる菊まつり 行事 13 湘南にのみやふるさとまつり 行事 9
大雄町さくら・ざる菊まつり 行事 5 吾妻さんよさこいパレード 行事 4
夕日の滝びらき 行事 1 川勾神社初詣 その他 10
天狗のこみちマラソン 行事 1
アサヒビールホタル鑑賞会 行事 2 中井中央公園 施設 155
県立ふれあいの村 その他 80 中井蓮池の里 施設 6

竹灯篭の夕べ 行事 3
城山公園・綾南公園炊事棟 施設 7 美・緑なかいフェスティバル 行事 10
綾瀬イルミネーション 行事 8
朝一番徳の市 行事 14 いこいの村あしがら 施設 41
桜まつり 行事 6 ブルーベリーガーデン旭 施設 4
綾瀬緑化フェア 行事 5 大井町生涯学習センター 施設 1
光･食･文化の祭典～Ayase Base side Festival～ 行事 30 せせらぎの郷花菖蒲園 施設 1
あやせ産業まつり 行事 31 おおいゆめの里 施設 38
綾瀬市商工会青年部花火大会 行事 15 町ハイキングコース 地点 1
厚木基地スプリングフェスティバル 行事 65 大井町産業まつり 行事 15
厚木基地アメリカンフェスティバル 行事 7 お山のひなまつり 行事 2

四季の里　里山花まつり 行事 1
しおさい公園 施設 28 四季の里　芋まつり～夏編～ 行事 1
神奈川県立近代美術館（葉山館） 施設 40 大井よさこいひょうたん祭 行事 30
花火大会 行事 33 四季の里　芋まつり～秋編～ 行事 1
森戸海水浴場 その他 79 四季の里　みかん祭り 行事 1
一色海水浴場 その他 94 四季の里（農業体験、その他体験） 行事 3
長者ヶ崎・大浜海水浴場 その他 38 みかんの木のオーナー 行事 1
真名瀬海岸 その他 60

西平畑公園 施設 107
寒川びっちょり祭 行事 11 自然館 施設 17
彼岸花まつり 行事 18 子どもの館 施設 57
寒川みんなの花火・神奈川のどまんなか祭り 行事 4 松田町寄 地点 31
さむかわ神輿まつり 行事 4 若葉まつり 行事 9

寄神社まつり 行事 1
大磯ロングビーチ 施設 194 まつだ観光まつり＆あしがら花火大会 行事 32
町営照ヶ崎プール 施設 17 産業まつり 行事 10
鴫立庵 施設 10 桜まつり 行事 180
旧島崎藤村邸 施設 13 きらきらフェスタ 行事 21
郷土資料館 施設 14
大磯海岸 地点 301 中川温泉 施設 84
大磯港 地点 16 丹沢湖周辺キャンプ場 施設 35
左義長 行事 5 丹沢湖記念館・三保の家 施設 8
高来神社春の大祭(山神輿・植木市) 行事 9 箒沢 地点 113
国府祭 行事 40 玄倉 地点 445

（注）　年間入込観光客数が1,000人以上の主要観光地点・主要観光施設・主要観光行事について掲載している。

⑤第４表（その５）

【二 宮 町】

【大 井 町】

【南 足 柄 市】

【中 井 町】

【綾 瀬 市】

【葉 山 町】

【寒 川 町】

【大 磯 町】

【松 田 町】

【山 北 町】
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（平成28年推計）

（単位：千人） （単位：千人）

名称
調査
区分

観光
客数

名称
調査
区分

観光
客数

尾崎 地点 1,000 こごめの湯 施設 100
洒水の滝 地点 209 海浜公園プール 施設 10
大野山 地点 59 梅の宴 行事 69
高松山 地点 42 湯かけまつり 行事 15
河村城址 地点 4 ほたるの宴 行事 8
世附百万遍念仏 行事 1 湯河原サンバパレード 行事 10
やまきた桜まつり 行事 100 海上花火大会（７月） 行事 22
大野山開き 行事 3 やっさまつり 行事 39
西丹沢山開き 行事 2 海上花火大会（８月） 行事 30
洒水の滝祭り 行事 3 納涼縁日 行事 13
丹沢湖花火大会 行事 35 湯河原海水浴場 その他 96
西丹沢もみじ祭り 行事 1
室生神社流鏑馬 行事 2 中津川マス釣り場 施設 31
山北町文化祭 行事 2 レインボープラザ（愛川繊維会館） 施設 22
丹沢湖マラソン 行事 4 宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館 施設 153
山北町産業まつり 行事 8 愛川町立郷土資料館 施設 62

工芸工房村 施設 85
あしがり郷「瀬戸屋敷」 施設 41 県立あいかわ公園 地点 413
開成あじさいまつり 行事 210 八菅神社春の大祭 行事 3
あしがら花火大会（開成納涼まつり） 行事 1 半僧坊春の大祭 行事 5
開成阿波おどり 行事 11 あいかわ公園つつじまつり 行事 25

農林まつり 行事 12
箱根湿生花園 施設 94 勤労祭野外フェスティバル 行事 15
箱根関所・資料館 施設 324 ふるさとまつり 行事 27
箱根ジオミュージアム 施設 100 三増合戦まつり 行事 5
森のふれあい館 施設 12 紅葉ライトアップ 行事 1
湯本駅 地点 3,190 夜桜ライトアップ 行事 2
山崎（国道） 地点 6,716
乙女峠（国道） 地点 4,237 県立宮ヶ瀬やまなみセンター 施設 165
箱根峠（国道） 地点 2,435 宮ヶ瀬水の郷交流館 施設 27
大観山（国道） 地点 1,746 県立宮ヶ瀬やまなみセンター別館 施設 136

宮ヶ瀬 地点 1,909
町立中川一政美術館 施設 10 宮ヶ瀬桜まつり 行事 10
真鶴魚座 施設 33 宮ヶ瀬ふるさとまつり 行事 15
お林展望公園 施設 14 青龍祭 行事 2
ケープ真鶴 施設 68 清川やまびこマラソン 行事 1
遠藤貝類博物館 施設 10 宮ヶ瀬クリスマスみんなのつどい 行事 200
貴船まつり 行事 15
マナ真鶴　ハワイアンの夕べ 行事 2
豊漁豊作祭（真鶴龍宮祭） 行事 4
豊漁豊作祭（岩龍宮祭） 行事 2
豊漁豊作祭（盆踊り） 行事 1
初日の出 行事 2
しだれ桜の宴 行事 10
兒子神社例大祭 行事 1
花火ビーチクリーン 行事 1
岩海岸夏まつり 行事 1
つながる森～森のPICNIC～ 行事 1

奥湯河原 地点 766
湯河原温泉入口交差点 地点 950
湯河原駅入口交差点 地点 867
町立湯河原美術館 施設 15
足湯施設「独歩の湯」 施設 65

（注）　年間入込観光客数が1,000人以上の主要観光地点・主要観光施設・主要観光行事について掲載している。

【湯 河 原 町】

【愛 川 町】

【清 川 村】

⑤第４表（その６）

【開 成 町】

【箱 根 町】

【真 鶴 町】
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