
（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

万騎が原ちびっこ動物園 施設 46

ふれーゆ 施設 38 神奈川県立公文書館 施設 2

大黒海づり施設 施設 67 大倉山記念館 施設 68

日産自動車　横浜工場ゲストホール 施設 5 日産ウォーターパーク 施設 9
横浜市農村生活館 みその公園「横溝屋敷」 施設 32 日産スタジアムワールドカップスタジアムツアー 施設 1

東京ストロベリーパーク 施設 10 寺家ふるさと村四季の家 施設 69

横浜能楽堂 施設 22 こどもの国 施設 563

横浜市民ギャラリー 施設 90 横浜市歴史博物館 施設 76
横浜ランドマークタワー　69階展望フロア　スカイガーデン 施設 166 にいはる里山交流センター（旧奥津邸） 施設 56
安藤百福発明記念館 横浜（愛称：カップヌードルミュージアム 横浜） 施設 252 都筑民家園 施設 35

横浜市立野毛山動物園 施設 353 都筑中央公園 自然体験施設 施設 32

JICA横浜海外移住資料館 施設 15 舞岡ふるさと村虹の家 施設 18

横浜赤レンガ倉庫１号館 施設 431 横浜自然観察の森(自然観察センター) 施設 17

横浜にぎわい座 施設 48 本郷ふじやま公園古民家 施設 21

海上保安資料館横浜館 施設 82 神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ） 施設 188

横浜みなとみらい万葉倶楽部（日帰り） 施設 302 天王森泉館(旧清水製糸場本館) 施設 12

横浜港大さん橋国際客船ターミナル 施設 1,732 京急ミュージアム 施設 26

神奈川県立歴史博物館 施設 46 ジャパンラグビートップリーグ 行事 28

横浜開港資料館 施設 13 ミュージカル『マンマ・ミーア！』 行事 16

日本新聞博物館（ニュースパーク） 施設 17 フランス映画祭2020 横浜 行事 4

放送ライブラリー 施設 44 国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2020 行事 31

横浜都市発展記念館 施設 17 ヨコハマハンドメイドマルシェ2020 行事 10

横浜ユーラシア文化館 施設 16 黄金町バザール2020－アーティストとコミュニティ 行事 31

シルク博物館 施設 8 ZOU-NO-HANA FUTURESCAPE PROJECT2020 行事 17

横浜人形の家 施設 28 ヨコハマ・パラトリエンナーレ2020 行事 13

外交官の家 施設 41 ヨルノヨ-YOKOHAMA CROSS NIGHT ILLUMINATION- 行事 850

ブラフ18番館 施設 39 フォト・ヨコハマ 行事 55

ベーリック・ホール 施設 34 横浜ヒストリックカーデイ　９ｔｈ 行事 10

横浜外国人墓地資料館 施設 2 Bead Art Show -YOKOHAMA 2020 秋- 行事 3

県立神奈川近代文学館 施設 22 お城EXPO 行事 9

山手111番館 施設 16 ヨコハマトリエンナーレ2020「AFTERGLOW ―光の破片をつかまえる」 行事 154

大佛次郎記念館 施設 9 横浜文化プログラム2020 行事 28

横浜市イギリス館 施設 38 BioJapan2020 行事 14

山手234番館 施設 25 （ガーデンネックレス横浜）
里山ガーデンフェスタ 行事 94

横浜市八聖殿郷土資料館 施設 7 （ガーデンネックレス横浜）
秋のローズ＆ガーデンマーケット 行事 28

三溪園 施設 222 令和２年度横浜港ボート天国 行事 1

本牧海づり施設 施設 38 横浜消防出初式2020 行事 90

横浜港シンボルタワー 施設 87 令和２年度神奈川県高等学校総合文化祭 行事 10

根岸競馬記念公苑 馬の博物館 施設 7

横浜市電保存館 施設 31 日本民家園 施設 70

横浜市三殿台考古館 施設 9 農業技術支援センター 施設 13

日清オイリオウェルネスギャラリー 施設 1 夢見ケ崎動物公園 施設 199

はまぎんこども宇宙科学館 施設 91 瀋秀園 施設 97

磯子海づり施設 施設 45 ミューザ川崎シンフォニーホール 施設 67

横浜市立金沢動物園 施設 224 かわさき宙と緑の科学館 施設 173

海の公園 施設 835 川崎マリエン 施設 126

神奈川県立金沢文庫 施設 9 川崎市平和館 施設 30

旧細菌検査室 施設 7 岡本太郎美術館 施設 58

横浜ベイサイドマリーナ 施設 36 電車とバスの博物館 施設 51

横浜イングリッシュガーデン 施設 46 東高根森林公園 施設 387

横浜水道記念館 施設 6 若宮八幡宮 施設 72

よこはま動物園（ズーラシア） 施設 585 川崎市アートセンター 施設 39

（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
（令和２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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（令和２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

川崎市藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム 施設 169 猿島 地点 116

かわさきエコ暮らし未来館 施設 6 観音崎 地点 673

東海道かわさき宿交流館 施設 26 武山初不動 行事 2

カルッツかわさき 施設 212 おっぱまナイトバザール 行事 2

川崎競馬場 施設 519 東京湾フェリー その他 496

川崎競輪場 施設 338 東海汽船 その他 6

とどろきアリーナ 施設 467 Yokosuka軍港めぐり その他 78

川崎市コンベンションホール 施設 26 津久井浜観光農園 その他 75

川崎浮世絵ギャラリー 施設 8 すかなごっそ その他 429

上大島キャンプ場 施設 27 平塚市総合公園 施設 1,002

望地弁天キャンプ場 施設 5 平塚市美術館 施設 17

相模の大凧センター 施設 2 平塚市博物館 施設 22

相模川ふれあい科学館 施設 135 競輪場 施設 284

市立博物館 施設 57 湘南ひらつかビーチセンター 施設 160

道保川公園 施設 22 ひらつかサン・ライフアリーナ 施設 74

相模大野中央公園 施設 115 馬入ふれあい公園／馬入サッカー場 施設 80

相模原麻溝公園 施設 731 ひらつか花あぐり（あさつゆ広場） 施設 398

銀河アリーナ 施設 73 湘南いちご狩りセンター 施設 10

グリーンプール 施設 138 花菜ガーデン 施設 102

北総合体育館 施設 107 湘南平 地点 674

サーティーフォー相模原球場 施設 26 湘南潮来 地点 223

総合体育館 施設 160 スポーツ観戦 行事 398
相模原ギオンスタジアム
・相模原ギオンフィールド 施設 111 平塚八幡宮初詣 行事 50

小山公園ニュースポーツ広場 施設 36 平塚菓子展示会 行事 2

県立相模原公園 施設 698 友好都市花巻の物産と観光展 行事 7

旧石器ハテナ館 施設 8 平塚市菊花展 行事 2

県立藤野芸術の家 施設 3

藤野観光案内所 ふじのね 施設 21 各寺社 施設 1,907

相模湖観光案内所 施設 9 県立近代美術館別館 施設 7

城山かたくりの里 施設 20 鎌倉国宝館 施設 18

水郷田名 地点 201 鎌倉文学館 施設 28

津久井湖城山公園（水の苑地） 地点 111 大船フラワーセンター 施設 120

津久井湖観光センター 地点 76 川喜多映画記念館 施設 11

相模湖駅前 地点 80 鏑木清方記念美術館 施設 9

陣馬山頂 地点 172 鎌倉歴史文化交流館 施設 7

藤野駅 地点 157 鶴岡八幡宮 地点 4,296

小松コスモスまつり 行事 3 銭洗弁財天 地点 337

本沢梅園まつり 行事 2 鎌倉海岸 地点 605

天園ハイキングコース 地点 35

田浦梅の里 施設 23

三笠公園 施設 725 江の島ｻﾑｴﾙ・ｺｯｷﾝｸﾞ苑 施設 530

ヴェルニー公園 施設 641 江の島岩屋 施設 227

うみかぜ公園 施設 154 湘南海岸・江の島 地点 8,272

海辺つり公園 施設 24 新春藤沢・江の島歴史散歩 行事 6

くりはま花の国 施設 168 寒中神輿錬成大会 行事 6

ソレイユの丘 施設 601 エノシマトレジャー 行事 28

荒崎公園 施設 73 初詣 行事 402

自然・人文博物館 施設 31 節分祭 行事 5

天神島臨海教育園 施設 59 小出川彼岸花まつり 行事 30

馬堀自然教育園 施設 2

ペリー記念館 施設 32 小田原城天守閣 施設 302

しょうぶ園 施設 45 こども遊園地 施設 181

大楠山 地点 27 御幸の浜プール 施設 8

（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。

【鎌　倉　市】

【藤  沢  市】

【小 田 原 市】

⑤第４表（その２）

【相 模 原 市】

【横 須 賀 市】

【平　塚　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

生命の星・地球博物館 施設 156 相模川 地点 388

小田原ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ 施設 159 森林公園 地点 218

小田原文学館 施設 3 広沢寺 地点 66

尊徳記念館 施設 4

いこいの森 施設 16 泉の森ふれあいキャンプ場 施設 4

わんぱくらんど 施設 249 大和市グリーンアップセンター 施設 25

なりわい交流館 施設 24 大和市自然観察センター・しらかしのいえ 施設 71

松永記念館 施設 4 大和市郷土民家園 施設 27

清閑亭 施設 11 つる舞の里歴史資料館 施設 2

漁港の駅TOTOCO小田原 施設 398 大和市下鶴間ふるさと館 施設 3

HaRuNe小田原 施設 161 やまとプロムナード古民具骨董市 行事 20

小田原城址公園 地点 1,339 大和市民朝霧市 行事 3

石垣山一夜城 地点 92 大和市民夕やけ市 行事 4

元旦初泳ぎ 行事 3 やまとプロムナード直売おさんぽマート 行事 11

曽我梅林（梅まつり） 行事 340

長興山紹太寺（桜まつり） 行事 14 大山ケーブルカー 施設 379

森のコテージ 施設 1

茅ヶ崎海岸 地点 1,201

海老名市郷土資料館 施設 6

逗子海岸 地点 238 ふれあい農業まつり 行事 20

浪子不動 地点 10 おでんナイトニッポン 行事 1

披露山公園 地点 145 いちごフェア 行事 2

神武寺 地点 14 イチゴ狩り その他 2

二子山自然遊歩道 地点 33

ふれあいロード 地点 11 谷戸山公園 施設 111

逗子アートフェスティバル 行事 12

スポーツの祭典 行事 2 アサヒビール神奈川工場 施設 13

道の駅足柄・金太郎のふるさと 施設 298

三崎水産物地方卸売市場 施設 1 足柄森林公園丸太の森 施設 26

三浦海岸 地点 911 県立ふれあいの村 施設 18

剱崎 地点 86 sotosotodays　CAMPGROUNDS 施設 4

城ヶ島 地点 1,031 郷土資料館 施設 2

三崎 地点 1,628 大雄山最乗寺 地点 252

油壺 地点 328 夕日の滝 地点 91

三戸 地点 5 明神ヶ岳 地点 8

和田 地点 29 足柄峠 地点 76

初日の出 行事 50 最乗寺初詣等 行事 70

三浦七福神巡り 行事 1 最乗寺節分祭 行事 2

三浦海岸桜まつり 行事 270 大雄町さくら・ざる菊まつり 行事 4

丹沢表尾根　ヤビツ峠 地点 398 ロケ地看板 その他 4

丹沢表尾根　大倉 地点 321

弘法山 地点 507 しおさい公園 施設 21

震生湖 地点 60 神奈川県立近代美術館（葉山館） 施設 40

頭高山 地点 9 森戸海岸 地点 55

鶴巻温泉 施設 93 一色海岸 地点 61

秦野戸川公園 施設 428 長者ヶ崎・大浜海岸 地点 34

田原ふるさと公園 施設 49 真名瀬 地点 59

白笹稲荷初午 行事 10

彼岸花まつり 行事 13

あつぎ郷土博物館 施設 24 冬のひまわり見学会 行事 4

飯山 地点 77 冬のひまわりライトアップ 行事 1

七沢 地点 338

（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。

【厚 木 市】

【大 和 市】

【伊 勢 原 市】

【海 老 名 市】

【座 間 市】

【南 足 柄 市】

【綾 瀬 市】

【葉 山 町】

【寒 川 町】

⑤第４表（その３） （令和２年推計）

【三 浦 市】

【茅 ヶ 崎 市】

【逗 子 市】

【秦 野 市】
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（令和２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

箱根関所・資料館 施設 131

大磯ロングビーチ 施設 29 箱根ジオミュージアム 施設 76

大磯港 施設 13 森のふれあい館 施設 12

ポートハウスてるがさき 施設 8 箱根湯本駅 地点 2,316

鴫立庵 施設 5 山崎（国道） 地点 4,816

旧島崎藤村邸 施設 6 乙女峠（国道） 地点 3,048

大磯町郷土資料館 施設 14 箱根峠（国道） 地点 1,751

旧吉田茂邸 施設 16 大観山（国道） 地点 1,246

大磯海岸 地点 231

まちめぐり 行事 42 町立中川一政美術館 施設 5

別荘公開 行事 10 真鶴魚座 施設 24

お林展望公園 施設 8

吾妻山公園 施設 408 ケープ真鶴 施設 34

二宮せせらぎ公園 施設 12 遠藤貝類博物館 施設 5

二宮果樹公園 施設 19 初日の出 行事 2

町営山西プール 施設 4

徳富蘇峰記念館 施設 1 町立湯河原美術館 施設 15

ラディアン花の丘公園 施設 28 足湯施設「独歩の湯」 施設 15

二宮海岸 地点 17 こごめの湯 施設 64

川勾神社初詣 行事 10 海浜公園プール 施設 5

奥湯河原 地点 581

中井中央公園 施設 98 湯河原温泉入口交差点 地点 948

中井蓮池の里 施設 1 湯河原駅入口交差点 地点 890

梅の宴 行事 50

いこいの村あしがら 施設 33 ハロウィン花火大会（10月31日） 行事 9

花菖蒲園 施設 1

おおいゆめの里 施設 32 中津川マス釣り場 施設 31

大井町産業まつり 行事 17 レインボープラザ(愛川繊維会館） 施設 8

お山のひなまつり 行事 2 宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館 施設 37

四季の里　里山花まつり 行事 2 愛川町郷土資料館 施設 40

四季の里（農業体験、その他体験） 行事 2 工芸工房村 施設 48

県立あいかわ公園 施設 295

西平畑公園 施設 74

自然館 施設 12 県立宮ヶ瀬やまなみセンター 施設 108

子どもの館 施設 29 宮ケ瀬水の郷交流館 施設 28

松田寄 地点 37 県立宮ヶ瀬やまなみセンター別館（ミーヤ館） 施設 61

桜まつり 行事 107 宮ヶ瀬 地点 1,650

寄ロウバイまつり 行事 25 宮ヶ瀬クリスマスみんなのつどい 行事 42

きらきらフェスタ 行事 12

中川温泉 施設 62

丹沢湖周辺キャンプ場 施設 21

丹沢湖記念館・三保の家 施設 3

箒沢 地点 98

玄倉 地点 386

尾崎(丹沢湖) 地点 868

洒水の滝 地点 181

大野山 地点 50

高松山 地点 35

河村城址 地点 4

あしがり郷「瀬戸屋敷」 施設 19

箱根湿生花園 施設 53

（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。

【開 成 町】

【箱 根 町】

【真 鶴 町】

【湯 河 原 町】

【愛 川 町】

【清 川 村】

【松 田 町】

【大 磯 町】

⑤第４表（その４）

【二 宮 町】

【中 井 町】

【大 井 町】

【山 北 町】
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